
6月 度 本町自治会 定例役員会議

日  時   平成26年6月 14日 (土)    午後7時

場  所  本町集会所

出席予定者(― )

堀内秀起、伊東利夫、吉川章、松田博志、若原昭子、吉村圭司、下村松世、大谷保。

川崎広子、磯崎京子、八幡正子、西本均、増田修―、井上正広、北原秀徳、木下順一、

宮田且善、山中幸代、前田憲茂、津村松雄、上田裕 善。

班長出席確  会長代行挨拶

案  件  1)・ 1班から13班 近況報告

・ 館内清掃業者見積もりにつて 他社の業社で見積もりを取つてほしい。

・ 川の雑草駆除見積もりについて 現場の足場が悪いため、手作業で行う。業社で依頼しま1

・ 避難誘導説明会 7月 28日 (月 )堀内参加。こ災害時要援護者避難説明会について三役参加

・ 中地区自治連合会報告

来年度ゴミ搬出の説明会第一希望9月 13日 (土 )、 第2希望10月 11日 (土 )

・ 弔事の案内について、公友社に連絡し訃報の案内確認
E自治会費の見直しについて 検討中

・ 地域ネコの避妊と去勢について協力します

・ 集会所使用規約一部改正について資料参照

・ 自主防災、消火器の設置場の変更鉄東様倉庫西側に設置

2)自 治会活動の予定fこついてく提案)

夏まつり 8月 31日 (日 )

模擬店の内容ラムネ、生ビール、たこせんべい決定です

店の担当責任者を決める   次回会議で決める

仕入備品類等、つり銭の日意

金券配布について 中止します、中止の案内を配布する

歩く会    10月   日( )伊東副会長

行先       方面

担当者

中地区連合自治会による歩く会が予定です

11月 16日 (日 )天理市石上神宮から帯解円照寺.

日帰りi旗■ 11月  24日 (月 )  松田副会長

行先       方面

3)    担当者

その他  中地区連合会研修視察 7月 18、 19(金、土)

集会所の利用運営について

自治会員さんが持ている趣味等を集会所を利用して、発表の場として利用してもらう。

空き巣が多発しています。ご注意ください。

放火事案、スタガ ン事案発生

★ 次回の班長会議は 7月 12日 (土 )です。 ★
―
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.1丁目自治会
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集駒市は地域ねこ活動サポーター(16名)を認定しています。真3にもサ

ポーターの方がいらっしゃぃます。            .三 :
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押翼器西18[月ζ『・ .■:札
①「ねこJを通正に管理(選妊ノ去勢後のエサやフンの世話)

この活動により、「ねこJは発構しな<なり、尿による匂い付け、疇き声、ケシ

カやゴミ荒らしが減り、子猫を産みません。

すなわち、「ねこJを増やさない、殺さないことを前提に、(その代限りの)

飼い主のいない「ねこ」と地域の人が共生するという者え方です。屋外生思

の「ねこ」の寿命は約 4年と言われており、地域ぐるみで当活動を続けるこ

とが機い主のいない「ねこ」を減らす最善の方法です。

01丁 目自治会では上記め『地域ねこ活動』の趣旨に賛向します。自治

会会員の皆様におかれましては、下33のご協力をお願いいたします。

・繭しヽ懇には首輸を付け、なるべ<名前/電話器器を明記<ださい.

・銅い主のいなしヽ「ねこJを見かけたら、自治芸役員までご運縄くださぃ。

(〈

rD地
域ねこ活動サポーターとの伸倉をします。)

。ご意見、ご質問|ま自治会役員までご連絡<ださぃ。



地域ねこ活動 (■R&S)
不幸な猫をふやさない

TNR&Sとは?
・TRAP  (捕 獲)

・NEUTER α劃緩・去勢)

。RETURN (元の場所に戻す)

OSAVE   (人 と共生する)

鬱飼い主責任をお て飼いましよう.

(動物の選棄・虐待は法律で禁じられてし1ます。)

鐵生まれた仔猫をすべて飼えるのでなけ
れば、避妊・去勢手術をしましよう。

(手術をすることで、性格が穏やかになつた
り、病気のリスクが減るなよ 様々なメリッ
トがあります。

X「うちはオス猫だから、手編しなくていいよね」

☆外に出てメス猫を妊娠させれば、

不幸な猫を増やすことになります

X「外に出さないから、手術しなくていいよね」

☆鋼 に嬌 できないことは、

猫にとつて大きなストレスです。

飼い主のいない猫を増やさずに共生を図る取組みです。

猫の飼い主さんヘ 飼い主0いない猫の
世話をする人ヘ

③癬諄・去勢手術をしましよう.

債「 術をしないとどんどん増え続け、

面倒を見きれなくなります.)

●子猫には塁親さんを探:しましよう.

●餌は決まつた場所でやりましよう.

●置き餌はやめましよう.

轟飼い主のいない猫の避妊・去勢費用には

生駒市の動威制度があります。手続き等

詳しくは生駒市環境モデル都市推進課に

お聞い合わせください。TEL:0743‐ 74“111■

【地颯 活動】について
合法的・人道的□野良麟を減らしていこうという駒組みです。

飼い主0いなttnに選妊・去勢呼櫛醸施し、子犠を産まなくな

"潮
臓

地域ぐるみで見守つていく【増やさない、殺さない】という活動です。

鋼 島地菱 毎 銭覆猶箇畿芸 尤  話髪議聾翼舶可中
…
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猫の繁殖率と地域ねこ対策

▼猫の妊振期間……・約2ヶ月間。

▼1度の出産数…・1・ 約5匹前後

▼離乳時期……・・…生後lヵ月半前後

▼出産後の再妊娠"口・…約2ヶ月後

▼年間の出産数 ・̈・口約15匹前後/1♀

▼手術時期…………・・・生後半年以内

▼単純計算をすると、猫1匹が年2回・1回につき5匹の子猫を出産すると仮定すれば
1匹から5年間で、約5000匹近くの猫が生まれることになります。

(避妊・去勢手術を受けた猫、里子に貰われた猫、死亡した猫等の数は含みません。

実際には年に3回出産するケースも少なくありません。

二■|百11爛

曝 凛
この世代が年内に
2回目の出産をす
る事もあります。 ＼_メ猟

下図のような協力体制が 【地域ネコ活動】の基本です。
地域の問題として 【地域ねこ対策】にとり組めば、必ず問題は解決します。

★ 飼い主のいない猫を見かけたら増えないうちにご相談ください。

増えてしまってからでは多大な費用と労力を要します。

私たちは 【地域ねこ対策】にとり組む地域の方々のお手伝いをさせていただきます。

活動のための資料も用意しております。またご要請があれば出向いて説明させて

いただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。
生駒市には地域ねこの避妊・去勢手術費用べの一部助成金制度があります。
生駒市地域ねこ活動サポーター制度については生駒市環境モデル都市推進課 :74‐ 1111ヘ

事務局  TEWFAX:0743‐ 75‐8835

襴 馳 薙 発 鍮 裳 吼 :謂爛 蹴 鰍 踊 鳳 耐

地 域「
(1自議会 ):



【地域ネコ活動】とは、増えすぎた猫による糞害など
地域の環境問題を解決するために考え出された方策です。

倒゙ガ
「

ごを麒 出 Hヒ .:.

例え、ホームレスねこであつても、よそへ捨てたり、虐待、衰弱、

役刑もある犯罪です。飼い猫を野良猫にしないことや、これ以上、

的のために「地域ねこ計画」があちこちで試みられています。

鬱ホ‐ムレスねこは地域の環境閲題です。

**ふん尿の悪臭 *ホ ゴミあらし **発情期の鳴き声

**オス同士の喧嘩   **軒 下に子猫を産んだ

**のみが大量に発生した、などなどです。

畿不妊・去勢手麟が問題解決の早逆

ねこの書にお悩みの方も、ねこがかわいそうと考える方もt“ホームレスねこを減らしたい'と

いう思いは同 じはずです。不妊・去勢手術により、そのねこ一代限りで終りにすることが、ね

こを増やさない (減らす)ための最良な方法であり近道なのです。他の方法はありません。

⑬手術後は良い二とがいつぱい ′

◆ 手術後は発情しなくなり、メスは子ねこを産みません。

◇ オスは尿による匂い付けをやめ、ケンカをしなくなり、悪臭、騒音問題が減ります。

ご近所の “地域ねこ活動サポーター"は、地域の住民さんのご協力をいただきながら、地域の

のねこが、出来るだけ地域に迷惑を掛けないようお手伝いさせていただきます.

機エサをやる人がいなくなれは、ねこは減る??
エサがなければ、飢えた猫は、ゴミ袋をあさつたり民家に侵入したりなど、迷惑行為を

しながら、結局は子供を産んで減ることはありません。生きるために必死な猫を見かね、
エサを与える人を責めるよりも、猫を捨てる人のモラルを問い、飼い主の義務を徹底さ

せることの方がより大切な問題なのです。

簿最後の∵匹まで手術を r

一匹でも残つていると結局|ま 「元のもくあみ」 となつてしまいます。手術費用さえ用意でき

れば今居る全てのねこに不妊手術を施すことは出来ます。 ご協力をよろしくお願い致します。

費用を助成する制度を設けています。
‐` ‐・・・・・・…………″ご

●生駒市は地域猫活動に取り組まれる地域には手術i

鷲耳“ギ霧すを身
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殺傷などの行為は、懲

野良猫を増やさない目

惑
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◆ 1.不妊・去勢手術費用のためのご寄付
◆ 2.動物病院への運搬と手術後の引取りのお手伝い

◆ 3.捕獲器の監視、通報

地域ネコ活動についてお手伝いします生 出よ騨 TEL/FAX 1 20743-75-8835

メール :哺撼―neko@xd5.so― net,ne.ip  ホームページ :htt,//wwW016.upp.so― net,ne.ip/tiittneko/

ブログ t htt,//Jkl― neko.bbg,so― net.ne.ip/

ご支援のお願い!手術費用が不足しています。ご協力をお願い致します。

三井住友銀行生駒支店 普通 3972852/ ゆうちよ銀行 記号 :14560 番号 16738611

日座名義 :生駒市地域ネコ活動連絡協議会 代表 林 映子 (ハヤシ エイコ)

生駒市環境モデル都市推進課 (874-1111)へ お尋ね下さい。


