今年の新年号は、朝霞市を中心にＴＮＲ活動・
月

日

地域猫啓発活動を行っている、朝霞市ＴＮＲ活動
団体「そらとゆめ」代表の田中稔さんを
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います。

命を地域で過ごす猫は、

となく、５～６年の短い

そしてもう子猫を産むこ

うことが挙げられます。

ることはできない」とい

「全ての野良猫を保護す

いました。

い」とまんぜんと思って

事があれば何かやりた

ない猫のために、出来る

きませんが、飼い主のい

ての猫を助けることはで

て「猫と共生できる街づ

に寄り添った活動を通し

も聞きながら、地域住民

ろん、猫嫌いさんの意見

私は、猫好きさんはもち

活動をしていくうちに

はヒカル君という猫がい

田中：もともと我が家に

かけを教えてください。

亀山：活動を始めたきっ

上げました。
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そこのご主人と話が合い

よ」いうことで行くと、

っぱいいるお店がある
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た。

バー４人で立ち上げまし

体「そらとゆめ」をメン

月７日にボランティア団

いと思い、２０１７年７

くり」を目指していきた

地域猫と呼ばれます。

ました。外で生きている
野良猫を見ると、ヒカル
君と同じ猫、同じ命なの
に全然違います。猫同士

も水も飲む事が出来ず、

猫も多くいます。真夏で

り、エサを食べられない

を捕獲し、不妊去勢手術

田中：捕獲器を使って猫

されていますか。

亀山：どのような活動を

費がかなり必要になるの

大怪我していると、治療

行います。捕獲した猫が

その際「耳のカット」も

不妊手術を行ってくれ、

も、野良猫の繁殖を止め

す。エサやりを禁止して

制」などが期待できま

「発情期の鳴き声の抑

尿を撒く行動）の抑制」

います。

で見守って頂きたいと思

代限りとなった命を地域

よりこの活動によって一

ることはできません。何

の喧嘩で傷だらけにな

脱水症状で死んでいる猫

を行い、元の場所に戻し

Ｒ＝Ｒｅｔｕｒｎ（元

す。手術をして一晩病院

もいます。

Ｔｒａｐ（捕獲）野良猫

昨年度までは、不妊手

で過ごし、問題なさそう

で持ち出しは結構ありま

の場所に戻す）捕獲され

術費用は朝霞市から補助

ます。

を保護する際、決まった

た 猫 は、 不 妊 去 勢 手 術

が、野良猫は５～６年し

平均寿命

年くらいです

家で飼われている猫は

時間や場所にエサを与え

後、捕獲した所に戻され

を食べて、体力がつくと

て餌付けをし、その後捕

亀山：活動をしていくな

繁殖しやすくなります。

なら元いた場所に戻しま

す。不妊手術も飼い猫と

かで、地域の方々に伝え

活動をしていくなかで

金が支給されていまし
た。今年度「さくらねこ

違い、最小限の腹部切開

たいことはありますか。

か 生 き ら れ ま せ ん。「 全

ＴＮＲチケット」が１団

と溶ける糸で縫合するの

手術しませんか？と声掛

体につき、３ヵ月で２０

だから」とエサをやる方

けをしています。なかな

「エサをあげるなら不妊

不妊・去勢手術をする

がいます。エサやりを禁

田中：野良猫に「可哀想
を活用しています。朝霞

と「自然繁殖を制限し、

で抜糸は不要です。
市では「神山動物病院」

か理解をして頂くのは難

不妊手術は一般の動物

止している自治体もあり

お腹を空かせている野

病院ではだいたい２万円

野良猫の増加を抑制」

良猫にエサをあげる。そ

前後です。我々のような

がどうぶつ基金提携病院

の行為自体が悪いことで

ボランティア団体は、警

しいですが、納得して頂

はありません。猫が食べ

戒心が強くなかなか捕ま

ますが、朝霞市は禁止し

終わったら後片付けをす

えられない野良猫や、餌

「スプレー行動（マーキ

る、置きエサはしない、

をあげてなついている外

と な っ て い て、「 さ く ら

というマナーを守ってエ

猫も捕まえて、どうぶつ

くまでご説明をします。

サやりをしてあげてくだ

基金提携病院で不妊手術

ていません。

さい。しかし、猫はエサ

ングのため、臭いの強い

枚発行されるので、それ

ます。猫を戻す理由には

ＴＮＲ活動とは、Ｔ＝

す。中央分会の亀山さんとの対談となります。

は 建 築 設 計 で、 朝 志 和 支 部 中 央 分 会 の 組 合 員 で

の確立を目指しています。また、田中さんの本業

方たちの理解を得ながら行政が認める「地域猫」

てる方達や、餌やりさん達と連携し、地域住民の

ない猫の里親さんを見つけています。個人活動し

猫の不妊去勢手術と、１０～２０匹の飼い主のい

進員」メンバーで、年間１００～１２０匹の野良

に取材しました。田中さんは「彩の国動物愛護推
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獲器を置いて捕獲しま
す。
Ｎ＝Ｎｅｕｔｅｒ（不
妊去勢手術）猫は繁殖力
が高く、１年に２～３回
出産して１度に４～６匹
の子猫を産みます。猫に
不妊手術をしなければ、
猫はどんどん増加してし

不妊手術を行い耳をカットした猫＝さくら猫
ねこＴＮＲチケット」で

活動のきっかけとなったヒカル君

まいます。野良猫が地域
で増えないようにするた
めには、不妊手術が必要
です。不妊去勢手術をし
た野良猫は見分けが出来
る様に、耳の先をカット
し目印をつけます。カッ
トされた耳がさくらの花
びらに見えることから
「さくら猫」と呼ばれて

対談をする田中さん（左）と亀山さん（右）
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の都合によって捨てられ

ことも原因ですが、人間

るだけで、手術をしない

田中：野良猫に餌をあげ

るのですか。

亀山：なぜ野良猫が増え

をいたします。もちろん

が出来るようにお手伝い

は明らかに動物愛護法違

私には解りません。これ

るという人の気持ちは、

年も一緒に生活して棄て

猫はかわいいですが、三

たらしいです。確かに子

て頂きたいと思います。

飼い猫の手術は必ずやっ

らい飼い、大きくなり可

子猫を買って来て３年く

は、ペットショップから

私が聞いたひどい話で

問題だと思っています。

してください。

を飼う時は、終生を共に

ですが、猫に限らず動物

を棄てるなど理由は様々

より仕事がなくなって猫

また、コロナの影響に

って外の世界は危険が多

食されるなど、子猫にと

が、カラスやタヌキに捕

故 を は じ め、 病 気、 け

飼いが基本です。交通事

田中：現在は、猫は室内

したら良いでしょうか。

はかなり高いです。そし

ば里親が見つかる可能性

まいません。子猫であれ

体に相談して頂いてもか

います。我々のような団

里親を探して欲しいと思

猫を産んでしまったら、

もし、外飼いの猫が子

反の犯罪です。

愛くなくなったのでその
亀山：外飼いの猫が子猫
いです。

る猫たちのほうが大きな

猫を棄てて、また子猫を
を産んでしまったらどう

を伝え、猫は約束の日に

ネズミを追いかけるよう

た猫が日本に降り立ち、

今年は丑年です。猫は

になった理由もここから

た。また「エサをあげる

た言葉ですが、大きく響

なぜか干支にはいませ

きているとされていま

到着できず、十二支に選
くと、色々考えさせられ

き ま し た。「 恵 ま れ な い

ん。神様が地上の動物を

繁殖したと考えられてい
中央分会の田中さんが

ました。野良猫にエサを

不幸な野良猫は産ませた

なら手術しませんか」と

野良猫の活動をしている

やるということが、猫を

ばれませんでした。猫が

ことは知っていました

す。猫と人間の共生。お

正月のこの時間に皆さん

招き、先着順で十二支を

決めることになったそう

亀山章】

社会との共生」が田中さ

【中央分会

も考えてみませんか。

猫にわざと１日後の日付

です。しかし、ネズミは

猫と人間は昔から共生

してきました。９５００

年前の遺跡から人間と一

緒に埋葬されている猫が

発見されています。また

日本へは、飛鳥時代から

奈良時代にかけて、中国

からの輸入船にネズミを

捕るために乗せられてい

捕獲したキジ猫

した。

んの活動の根本にありま

く な い 」「 野 良 猫 の 地 域

ます。

猫は一度捕獲機で捕まったら、次に捕獲機で捕まることはほとんどない

は今まで思いもしなかっ

は考えもしませんでし

捕獲機をセットする田中稔さん＝そらとゆめ代表

増やしてしまうことだと

してください。

て母猫は必ず不妊手術を

買ってくるという人がい

エサをあげてなつかせ、警戒心を解く

が、取材のためお話を聞

捕獲した猫を手術のため病院に移送
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