で
動画をチェック！

譲渡会info
なぜ「TNR−Ｍ」
が必要なの？

「さくら耳」
は
去勢・避妊手術済みのしるし

名古屋市緑区
碧南

そして人と共存できるようにするための活動を行っています。
「へきなん地域ねこの会」

活動の内容や思いなどを伺いました。
http://proﬁle.ameba.jp/hekinan-chiikineko/

090-1747-0235

飼い主のいない野良猫が「地域猫」
として暮らせるように、
振込先
ゆうちょ銀行 1211085111281
普通 二一八店 店番218

一緒に活動していただける会員

2015年3月に発足した
「へきなん地域ねこの会」。
大切に使わせていただきます。

保護猫の一時飼育をしていただける方

2017年12月に碧南市で行われた譲渡会におじゃまして、
口座名
へきなん地域ねこの会
検索
へきなん地域ねこの会

連絡先

日時／2月25日
（日）
、
3月25日
（日）
場所／緑生涯学習センター
（名古屋市緑区鳴海町字本町54）
時間／14：00〜16：00
日時／2月4日
（日）
・18日
（日）
、
3月4日
（日）
・18日
（日）
場所／へきなん福祉センターあいくる
時間／14：00〜16：00

御手洗あかね

の掃除はもちろん︑汚れたり壊れた

止し︑
苦情や殺処分を減らし︑
地域

ります︒
﹁ TNR Ｍ﹂
は︑繁殖を防

逆に数が増えてしまうことにもな

安易にエサやりだけをすることで︑

猫は妊娠確率が高く︑放っておいて

猫は自然に減ることはありません︒

戻すという﹁TNR Ｍ﹂
です︒野良

去勢・避妊手術をし︑元の居場所に

活 動は︑野 良 猫 を 安 全に捕 獲し︑

﹁へきなん地域ねこの会 ﹂の主な

て活動しています︒

と猫とが共存できるまちを目指し

トに参 加してP Rを行うなど︑人

パネル展を開催したり︑各種イベン

関する正しい知 識を広めるために

親を探したりします︒活 動や猫に

病 院で治 療をしたり︑譲 渡 会で里

ガをしている猫は一時的に保護して

て行っています︒他にも︑病 気やケ

域の人々にも配 慮して責 任を持っ

るなどきちんと維 持 管 理をし︑地

﹁TNR Ｍ﹂
など活動を

み たらい

シェルターを定期的に修繕・交換す

代表

周知し地域の理解を得る

お話を聞いたのは・・・
へきなん地域ねこの会

ためにとても重要な活動だと感じ

人と猫とが共存できるまちにする

らい地域の理解を得ていくことも︑

て設置します︒
エサの補充やトイレ

﹁ シェルター﹂を 木の下 などに隠し

た︑発泡スチロールの箱を利用した

いながらTNR Ｍを行います︒ま

人々に活動を説明し協力してもら

に捕まるわけでもないため︑地域の

野良猫は見つけたからといって簡単

できるようにするための活動です︒

の猫として一代限りの命をまっとう

しないこと など を 知ってもらいた

こと︑適切につきあえば悪いことは

結果生まれてしまったものだという

ど 人がきちんと 接してこなかった

いこともあります︒活動を知っても

像できず︑大変さにまで気がつかな

ている﹂と聞くだけではなかなか想

かかる一方で︑﹁ 猫の保 護 活 動をし

多岐にわたる活動は時間も手間も

をできる範 囲で活 動しています ︒

時 間のあるときなどにできること

は︑普段は仕事をしながら︑休みや

御手洗さんはじめ会員の皆さん

縁に感謝し

猫に繋げてもらった

ださる方 もいるそうです ︒活 動 を

けど⁝ ﹂と猫の様 子を知らせてく

が来てたよ﹂
﹁ 調 子が悪そうだった

で活動するようになったのは︑自宅

の会 ﹂の代表となって約4ヶ月︒会

御手洗さんは
﹁へきなん地域ねこ

いが残ることもあるそうです︒無責

見守れなかった猫のことを思って悔

話できるわけではないのも事実で︑

洗さん︒ただ︑すべての野良猫を世

﹁ 地 域で温かく 見 守られている

にふらっと来るようになった野良猫

うです︒同 時に地 域の野 良 猫の様

猫を見るとほっとします︒
﹃ 猫とう

任に関わることのないよう︑手を出

子 も 見に行き ︑﹁このままでいいの

まく付き合えるようになった︑
あり

がきっかけ︒当時は猫に対する知識

だろうか？﹂とさまざまな 疑 問 も

がとう ﹄などと言われると︑
とても

すところ・見 守るところを 常に考

感じるようになりました︒そんなと

うれしいです︒猫に繋げてもらった

もなく ︑野 良 猫の具 合が悪いから

きに個 人でTNR Ｍ活 動 を 行っ

人とのご縁にも感 謝し︑地 域の皆

え︑協力してくれる方を増やしてい

ていた方と出会い︑
その方が代表と

さんと一緒に進めていきたいと思っ

と病 院に連れていくなどしている

なって﹁へきなん地 域ねこの会 ﹂を

ています ﹂︒猫とどう 接 すればいい

こうとしています︒

発足し活動してきました︒

うちに︑
いろいろなことを学んだそ

大変だと思ったことはない︑
と御手

地域の皆さんと一緒に

り信頼関係が生まれれば︑﹁あの猫

い﹂と考えています︒会の活動を知

ました︒

ｰ

月1回、
刈谷駅付近で実施

元の場所に
戻す

ｰ

月3回、
碧南・名古屋で実施

去勢・避妊
手術をして

ｰ

「 へきな ん 地 域 ねこの 会 」の 主 な 活 動 内 容

-

パネル展・チラシ配り

Trap Neuter Return
リターン

ますので︑
すべての人に協力をお願

ギーなどで猫と関われない方 もい

もちろん︑猫が苦手な人やアレル

思います︒

存するためにできることがあると

てみてください︒きっと人と猫が共

かわからないという方 ︑
ぜひ相 談し

きたのではなく ︑平 気で捨てるな

んは︑﹁ 野 良 猫はどこかから沸いて

いすることはできません︒御手洗さ

ｰ

捕獲器などで
野良猫を捕まえて

ニューター

募集中！
ご寄付
温かいご支援をお願いします！ 野良猫の去勢・避妊手術費として
去勢・避妊手術をした猫は、
手術の麻酔中に痛みを感じ
ないうちに、
耳先を桜の花びらのようにV字にカッ
トします。
この耳のことを
「さくら耳」
といい、
この処置のしてある猫を
「さくらねこ」
ともいいます。
さく
ら耳は去勢・避妊手術済みで
あることがわかるしるし、TNR
−Ｍ後に見守られている猫の
しるしなのです。

譲渡会

T N R − Ｍ（マネジメント）
TNR−Ｍとは、
トラップ

TNR−Ｍ後、
人慣れしている猫などは譲渡会で里親探しも行
います。月に3回開催、碧南市で第1・3日曜日、2018年から
は名古屋市緑区でも第4日曜日に開催しています。

猫は交尾を行った後に排卵がおこる交尾排卵動物。発
情期間中に何度か交尾をすることで100％に近い確率
で妊娠します。
メス猫は年3回発情し、1回に平均5匹の
子猫を産むといわれています。生まれた子猫は6ヶ月経つ
と妊娠が可能になるなど繁殖スピードが速く、
自然に野良
猫が減ることはありません。
日本では年間約6万7千頭の
猫が殺処分され、
その6割以上は生まれたばかりの子猫
たち。TNR−Ｍにより去勢・避妊手術をし望まれない出産
をなくすことは、
殺処分を減らすのに最も有効な手段と考
えられています。

リターン後の
地域猫の世話

の頭文字をとった用語で、
世界中で使われています。

管理区域での
野良猫の保護

今回おじゃました譲渡会には、
個人で猫を保護
された方や、交流のある刈谷の団体も参加。碧
南・高浜付近は野良猫が多いエリアで、
わざわざ
猫を捨てに来る人もいるほか、
2017年は天候が
よく生まれた猫が多く育ったという背景もあり、毎
回30匹以上の猫が参加しているのだとか。多く
の人が訪れていましたがすべての猫に里親が決
まるわけではなく、
やはり増やさないための活動を
することが大切だと実感

