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ＮＰＯ法人になりました
東京︑静岡等各々の地元の公 で︑私的な集団です︒いわば
理事長からのご挨拶
園︑一般道等様々な場所での サークル・親睦会などの団体
ゴミ拾い等も行ってきました︒ と同じで︑自由に設立するこ
平成２８年春よりＮＰＯ法人
ようやくＮＰＯという形にな とができます︒しかし︑団体
設立の準備を進めて参りまし
れた今は︑動物保護による人 としての︑法律行為︵銀行口
たが︑お陰様で平成２８年８
縁も広がっております︒当会 座を開く・契約行為をする等︶
月２２日をもちまして︑ＴＷＦ は動物さんを手放さなければ はできません︒
の会は法人登録をする事がで
ならなくなった時︑引き取り
法人は︑法律に定められ
NPO
きました︒
に関する料金は一切頂いてお た諸手続きを行い︑申請書を
私達はＮＰＯという形になる
りません︒お金がかかるなら 所轄官庁に提出し︑認証を受
ずっと以前から動物愛護に強
保健所へ連れて行こうという けなければなりません︒定款・
い意識を持ち︑間違ってゴミ
選択肢をなくしてしまうため 役員名簿・社員︵正会員︶名簿・
を食べて死んでしまう動物が
です︒皆様のご協力︑ご支援 設立趣意書・財産目録・事業
少しでも減ればという思いか
に感謝し︑殺処分︑動物さん 計画書などを︑国・県・市へ
ら富士宮浅間大社︑富士川河
の虐待をなくす為︑恐怖と背 提出するなど︑設立・運営に
川敷︑田子の浦海岸等々︑秋田︑ 中合わせしている動物さんを こぎつけるまでには多くの事
一匹でも多く保護させて頂け 務的な処理が求められます︒
るよう︑日々邁進させて頂き 宗教・政治活動でない事︑反
ます︒よろしくお願い致しま 社会的勢力とは関係ない事な
す︒
どは絶対条件です︒設立後も︑
︻ＮＰＯ法人 ＴＷＦの会 理事 毎年の事業報告書等の提出や︑
法律に則った運営と情報公開
長 望月孝史︼
等が義務付けられております︒
ＮＰＯアラカルト
法的にも権利︑義務が明確に
なっている事により︑団体と
しての法律行為ができますし︑
社会的信頼度も高いといえま
す︒
ＮＰＯとＮＰＯ法人とはどう
違うのですか？
ＮＰＯとは︑単なる任意団体

ＮＰＯのお財布

︻豆知識︼
一︑玉ねぎを含むネギ
類全般・玉ねぎのエキ
スがしみ込んでいる
スープ類もダメ︒
ネギ類には血液中
の赤血球を壊す物質が
含まれるので貧血や血
尿を引き起こしてしま
う︒
ニ︑チョコ等カカオ類・
中枢神経を刺激するこ
とで不整脈︑嘔吐を引
き起こす︒
三︑人間の鎮痛剤・人
間より犬や猫の方が中
毒症状を起こしやすい︒
四︑ぶどう・レーズン・
大量に摂取すると心不
全を引き起こす場合あ
り
五︑海産物やミネラル
ウォーター・食べ続け
ると膀胱結石を作りや
すい︒
六︑種を含んだ食べ物・
種は消化できないので
腸閉塞を起こしやすい︒

︻平成２８年１２月︼
・病院代 犬
52,325
・
猫
179,935
・食餌代 犬
29,209
・
猫
82,632

平成２７年夏︑ＮＰＯ法人設立 症状があり︑うんちまみれで
横たわっているという状態で
準備開始以来︑次々に動物さ
した︒これが︻いちくん︼です︒
ん達の保護のご縁を頂いてお
こんな状態のいちくんを保護
ります︒平成２７年１２月３
させて頂いたものの私たちの
１日現在︑当会で保護︑里親
中に動物の医療知識がある人
さん探しに関わらせて頂いた
はいません︒でも私たちのと
頭数は︑犬猫合わせて７９匹
ころへ来てくれた以上︑精一
にもなりました︒保護させて
頂いた時の状況は様々ですが︑ 杯のことをさせて頂こう︒生
その中の一例をご紹介します︒ きてもらいたい︒元気になっ
て安心して毎日を過ごしても
去年の３月２０日の事でした
らいたい︒という思いでスプー
富士の動物病院から﹁当院へ
ンで水を飲ませ︑
野良犬が運びこま
おかゆを作って食
れた︒ケガと病気
ＮＰＯ
べさせ︑人と同様
で立つこともでき
はじめて物語
のリハビリを施
ない︒あと一週間
し・・と試行錯誤
で里親が見つから
なかったら殺処分する︒
﹂とい を繰り返した結果︑自分で立っ
てごはんもお水も取れるよう
う連絡があり︑すぐに保護に
になり︑高齢の為かヨロヨロ
動かさせて頂きました︒初め
歩きますが︑オシッコとウン
て病院で会った時の状態は︑
立つこともできないどころか︑ チは散歩中にできるようない
ちくんになりました︒この思
寝ながら頭の位置を変える事
いはいちくんだけでなく︑全
も出来ず︑ご飯も食べられな
ての動物さんに向けお世話さ
い︒食べようと手を近づると
せて頂いています︒これから
本気で噛みにくる︒脳障害︑
痴呆︑フィラリア︑肝臓値異常︑ もっともっと大勢の動物さん
を保護させて頂けるよう︑み
弱視︑脱水症状︑肛門と内臓
に腫瘍・・等々の症状があり︑ んなで頑張ります︒

http://wooris.jp/archives
/53745

﹁ウーリス﹂より引用

キチンと知識：犬や猫が食べると NG 食品

元気になった「いちくん」

ドッグランならぬ！キャットラン！間もなく公開

ウッドハウスの隣の 今︑保護している
テント倉庫の一角に 動物くんたち
只今ドッグランなら
ぬ︑キャットランを ネコちゃん ２１匹
建設中です︒
保護
天井には網を張り︑ ●くろ・雄・ 15.11
保護
中でネコちゃんたち ●ふく・雄・ 16.01
保護・や
が自由に走り回るこ ●小鉄・雄・ 16.07
とができる空間にな んちゃな性格
保護・やんちゃ
る予定だそうです︒ ●麦・雄・ 16.07
完成した暁には︑ま な性格
るで猫カフェのよう ●キキ・雄・車のエンジンルー
な空間が広がること ムに潜り込み走行中に発見さ
れ︑尻尾を負傷
間違いないでしょ
保護・保
う︒是非是非皆さん ●ホシ・雄・ 16.09
護時生後１ヶ月
遊びに来てくださ
●リボン・雄・ 16.10
保護
い︒完成の速報は
ホームページ上で報 ●めぐ・まほ・のぞみ・ミン
保護・４匹は多分
告させていただきま ト・ 16.10
す︒ホームページア 親子
●もも・雄・ 16.10
保護
ドレス
●クッキー・雄・ 16.11
保護
http://www.twfnokai.
●ピロ・雄・白猫・一番の古
orgＴＷＦの会で
株︑手を負傷︑勝手に来た
検索！！
●王子・雄・美男子
●がんも・雄・ 16.02
保護・
エイズ︑腎臓病は克服断念
●ティ・雄・ 16.02
保護・足
を罠で切断
●ミルク・雄・ティと一緒に
保護
●りく・雄・ 16.08
保護
●銀・雄・ 16.10
保護・長老
●ベル・雄・ビーグル・やんちゃ
16.12.14子猫・雄・リオ
な性格
16.12.14子猫・雄・ヒーロー
●シュリ・雄・ビーグル・
16.12.18子猫・雌・ミニィ
生まれ 13
才・ 16.12
保 みんなお幸せに！！
15.4.7

護

●ナナ・雌・プードル・ 16.12新しいお友達
保護
●ちから・雄・ミニチュアダッ
クリスマスの夜にしら
16.12.25
クス・ 16.01
みだらけの７匹のネコちゃん
保護
●らん丸・雄・ミニチュアダッ がＮＰＯにやってきました︒
食欲は旺盛で︑健康状態は良
クス・ちからの子ども
好です︒写真や︑名前は随時
ホームページでアップしま
す！お楽しみに︒

家族の見つかった
お友達

。
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16.12.01子猫・雄・ムサシ
ＮＰＯが動物さ
んを保護・
お世話し
ている
ウッドハ
ウス︒外目に見
ると入りづら
い！などの声も
聞きますので︑
中をこっそりご
紹介︒これを機
にウッドハウス
を覗いてみませ
んか？いつでも
大歓迎です！
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ワンちゃん ７頭
●ここ・オス犬・最初の保護
動物
●いち・雄・ 16.03
保護・脳
に障害・現在奇跡的な回復

ようこそウッドハウスへ
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