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会員の皆さま 

今年は世界中で新型コロナウイルス感染症が猛威をふるい、私達の日常生活が一変しま

した。 

皆さまも穏やかな生活から不安と不自由な生活に戸惑っておられると思います。 

一日も早く、ワクチンと治療薬ができることを願っています。 

コロナ自粛の中でも、猫活動は休むことなく、外猫さんへの餌やりと TNR は続けられま

した。 

春の繁殖期に TNR をしなければこれ迄の努力が振り出しに戻ります。 

この時期に TNR に行くと、仔猫を保護せざるを得なくなることがあります。 

コロナの影響で、譲渡会が開催できなくなりましたが、広報 ・ 譲渡会等の担当者が連携

してホームページとブログで、オンライン譲渡会を立ち上げたところ、思った以上に反響

があり、多くの猫たちの幸せにつながっています。 

又、有志で小さな譲渡会を開催することも始まりました。 

困難があっても、それに柔軟な対応ができる仲間たちに感謝です。 

 

神戸市は来年に動物愛護センターを開設する準備をしています。 

私達は市民の立場から、真に動物を愛護するセンターであることを求めたいと思いま

す。 

神戸猫ネットの運営に、皆様のご意見を沢山頂ける事をお願い致します。あ 

 

２０２０年 ７ 月 

理事長 杉野 千恵子 

 

 設立年月日 平成２５年７月３１日 

 会員数 正会員（議決権あり）     ８３名 

     その他の会員（議決権無）    5 名 

      （２０２０年５月３１日現在） 
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2019年 6月～2020年 5月の活動 

  

 

 譲渡会・愛護啓発 等 ＴＮＲ・協議会ほか 理事会：毎月開催 

６月 

ネコのバス 6/22 23 

 

譲渡会委員会 

サポート２件 長田・灘 

プロジェクト：２ 
不適切飼育猫レスキュー 

6/2定例集会（相談１名） 

 

７月 

第３９回譲渡会 7/14 

 

直営事業 1件 

サポート３件長田区他 

プロジェクト：１ 

フェリシモ基金の申請 

 

８月 

写真展 8/26-9/1 
長田区民ギャラリー 

譲渡会委員会 

サポート１件 

 

 

第 6期通常総会 

所轄庁に報告書提出 

 

９月 

第４０回譲渡会 9/15 

イベント大丸須磨[ねこ専] 

ネコのバス 9/27 28 

譲渡会委員会 

直営事業：１件 

サポート１０件 

プロジェクト：３ 

（どうぶつ基金ﾁｹｯﾄ２０枚） 

イオン黄色いレシートＣＰ

下期登録 

１０月 

動物管理センター見学 10/17 

ネコのバス 10/22 
 （しあわせの村） 

IKEA神戸譲渡会 10/27 

直営事業：３件 

プロジェクト：２ 

（どうぶつ基金ﾁｹｯﾄ２０枚） 

定例集会 

 

 

１１月 

 

譲渡会委員会 

第４１回譲渡会 11/17 

まちの文化祭 2019に参加 

直営事業：１件 

サポート１１件 

 

 

１２月 

ネコのバス 12/14 15 

【ねこぱんち】取材の掲載 

譲渡会委員会 

サポート２件 

多頭飼育崩壊：動物管理セ
ンターから団体譲渡５匹 

定例集会 

2020年 

１月 

第４２回譲渡会 直営事業：３件 

サポート４件 
退去命令住宅の猫レスキュー 

会報 7 号発行 

２月 
譲渡会委員会 直営事業：２件 

サポート３件 

定例集会 

３月 

イベント参加 大丸須磨 

[ワンダフルにゃんず] 

ＴＶ かんさい情報ネット ten 
（ゲキ追 X） 取材放映 

直営事業：２件 

サポート９件 

 

 

 

 

ボランティア保険更新 

４月 

 

 

サポート３件 

 

イオン黄色いレシートＣＰ

上期登録 

法人市民税の減免申請 

５月 
読売新聞夕刊にコメント取

材の掲載 

  

10/29 協議会セミナー 

人と動物の共通感染症 
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 事業活動の概要 

動物愛護の普及・啓発事業 

◆8/26～9/1 第８回写真展 長田区区民ギャラリー 

「地域猫って知ってる？」  

 

 

 

 

 

 

共催：神戸市人と猫との共生推進協議会 

 

毎年市役所２号館の市民ギャラリーで開催していましたが使えなくなり、長田区

役所にある区民ギャラリーをお借りしました。長田区長もご来場くださいました。

幸せになった猫写真の公募で「地域猫」も募集しました。開催期間合計約３００名

の方がパネル展示を見て、公募写真にいいねシールを貼ってくださいました。 

 

◆9/25～9/30 大丸須磨イベント「ねこ専」 

 飛び猫の写真家 五十嵐氏からお誘いいただき、里親募集中の保護猫写真の展示で

参加しました。同じ猫でも複数枚展示させてもらい９０枚くらいになりました。 

                               

◆11月 24日 まちの文化祭 2019  

 主催・会場 ふたば学舎 

 啓発写真パネルと猫モチーフの手作り雑貨、 

猫写真ポストカードなどの販売で初参加でした。 

多くのご来場者がパネルと写真を熱心に見て 

くださり、お話もできました。 

◆3/11～16 大丸須磨店 イベント「ワンダフルにゃんず」に参加 

里親募集中の保護猫写真を２階イベントスペースに展示。熱心に見てくださる方

がいて「保護猫なのにキレイね」と言われ、保護猫の説明ができました。 

 

◆動物管理センター見学 １０月１７日(木)１３時～ 

 毎年この時期に訪問しています。質問と意見交換をしました。 
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保護された猫の新たな飼い主探しに関する事業 

◆猫の譲渡会  

捨てられた猫、飼い主のいない猫が産んだ子猫など保護された猫の里親募集のた

めに譲渡会を４回 開催しました。（２回は開催中止） 

会場は株式会社フェリシモ様から、本社朝日ビル２１階（中央区、ＪＲ元町駅から徒歩５分）

とエスパスフェリシモホール（ 須磨区、市営地下鉄総合運動公園駅から徒歩 1分 ）の 

２ヶ所をご提供いただき、共催しました。 

 来場者数 参加猫の数 正式譲渡 

第３９回  2019年  ７月 ７２ ４８ １９ 

第４０回  2019年  ９月 １３１ ５８ １３ 

第４１回  2019年１１月 ９５ ５１ １６ 

第４２回  2020年  1月 １２２ ５９ ２２ 

第４３回  2020年  ３月 開催中止 

第４４回  2020年  ５月 開催中止 

合  計 ４２０ ２１６ ７０ 

第１回（２０１２年９月２３日）からの累計は、 

来場者 4657名、 参加猫 １840匹、 正式譲渡 499 匹 

この譲渡会は、毎回３０人ほどのスタッフで運営しています。 

事前に申込みくださった初めてのボランティア希望者には、オリエンテーションを行

い、神戸猫ネットの活動を知っていただく機会としています。 

譲渡会の翌月に委員会を開き、反省点と課題について話し合います。 

チラシは、(公社)神戸市獣医師会のご協力を得て各病院に配布いただいています。 

💛協議会後援ネコのバス猫カフェみたいな譲渡会（４回実施）と協議会主催 IKEA 神戸

譲渡会（１回 10/27 実施） に協力しました。 
   

◆不適切飼育 の現場に会員が関わり、保健所ほか関係各所に相談しましたが救い出

すことができないため、飼い主と交渉して説得してレスキューした猫 ２２ 匹の医療費

支援と里親探しの協力をしました。 
   

◆多頭飼育崩壊で動物管理センターに引き取られた猫を助けるために、団体譲渡先の

登録をして 5 匹引取り、幸いなことにほどなく新しい飼い主が見つかりました。 
   

◆退去命令住宅の住民の飼い猫 福祉関係者から相談を受けた会員がおり、関係各

所に連絡するが協力を得られず、保護した猫の 2 匹に新しい飼い主を見つけて、残る

３匹は会員宅で人馴れ修行中。 

◆ WEB で譲渡会 譲渡会の代わりの新たな試み（会報８号掲載）が好調です。 
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ＴＮＲ（捕獲・不妊手術・元の戻す）事業 

これ以上野良猫を増やさないため、猫の繁殖制限として活動をすることで、ＴＮＲの

重要性を広報しながら推進しました。 

ＴＮＲ 2019/6月～2020/５月 頭数・件数  

 ＴＮＲ依頼・サポート 

会員自身のＴＮＲ活動 

  

６６３匹 

 

上記のうち有償サポート  ４５件  

捕獲器の貸出し 台数合計 １４４台  

協議会の直営事業     １３件 １８３ 匹 神戸市内 

＊プロジェクト（会員申請）     ５２匹    

会員が保護した猫 １５２ 匹  

     

プロジェクト（会員申請）とは、自治会の理解が得られないために協議会に申請

ができない、又は申請はしているがＴＮＲを急いで行う必要がある地域で、神戸

猫ネットが会員と協力して実施するＴＮＲ活動です。現場の状況ほかＴＮＲ実施

後の経過を把握できる場合に限っています。 

プロジェクトでは、フェリシモ基金、どうぶつ基金無料チケット、みなさまから

のご寄付を利用することで、神戸猫ネットが不妊手術費用の負担をしました。 

また、会員がＴＮＲ活動で猫のノミダニ駆除やワクチン接種費用を自己負担した

場合に、その支援をすることにしました。 

（ノミダニ駆除、ワクチン接種 それぞれ費用の一部を補助 1,000円+消費税、 

１人年間１０匹まで、領収書をつけて申請） 

 

 

 

 

 

協議会の直営事業とは・ ・ 

 協議会に寄せられた情報をもとに現地調査をしたうえで、速やかな繁殖制限が 

必要と判断された場合に行われる事業です。 

神戸猫ネットは、現地調査やＴＮＲ作業に協力しています。 

その地域で自ら申請するエサやりさんがおらず、エサ場を特定するための具体的

な情報収集から関わって、捕獲場所の選定などスケジュールを考えます。 

野良猫の数が思ったよりも多くて驚かされることもあります。 

 


