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２０２１年 新春号

あけましておめでとうございます︒皆様
には︑健やかに新春を迎えられたこととお
慶び申し上げます︒旧年中は当会の活動に
対し︑ご理解︑ご協力を賜り厚く御礼申し
上げます︒
２０２０年は年初から新型コロナウィル
スの流行が発端となり︑オリンピックの延
期をはじめ各種競技会︑公的行事︑祭典︑
コンサート等各種イベント︑等々︑多くの
催事が中止︑或いは延期となりました︒ま
た就業形態︑飲食︑移動なども制限され︑
今迄経験したことのない日常を送る事とな
りました︒﹁マスク着用・三密を避ける﹂
習慣も一般的になってきました︒この流行
はまだまだ拡大の様相を呈しており︑これ
から先も様々な注意事項や制限も発せられ
るかもしれません︒厚生労働省の発表によ
りますと︑今までにペットから人への感染
事例はありませんが︑人から犬・猫︑ある
いは︑ペット同士の感染事例は数例あるよ
うです︒︵令和２年４月１５日︶この猛威
を振るう新型コロナウィルスの感染防止に
は︑日頃から手洗いと︑手指用アルコール
での消毒もしたほうが良いようです︒
さて︑当会に目を転じますと︑昨年もホー
ムページ︑インスタグラム︑ＬＩＮＥを活
用させて頂き活動内容︑保護動物を紹介さ
せて頂きました︒結果︑昨年は例年以上の
保護に関する相談を頂き一年間で２７０匹
余りの動物を保護させて頂きました︒
干支の丑年は︑一歩一歩着実に前進する
年であり︑前年の子年に撒いた種が芽を出
し成長する年︑即ち結果につながる道の上
で積み上げていく年ともされているようで
す︒
当会も︑法人設立以来︑４年４ヶ月の間
に７００匹余りの動物を保護させて頂きま
した︒その間︑沢山の暖かい家庭に保護動
物を迎えて頂き︑現在は︑当施設で２２０
匹内外を飼育させて頂いております︒保護
のご相談を頂く際に︑ネット検索で見て﹁安
心してお願いできると思った﹂﹁こんなと
ころに助けてもらいたいと思った﹂という
声を数多く聞かせて頂き︑日々︑コツコツ︑
お世話をさせて頂いた結果頂いたありがた
い言葉だと感じております︒
また昨年は︑創立者による紹介もあり︑
当会に目を向けてくださる方が格段に増え
たようで︑ご支援してくださる方も増えて
きました︒この場を借りて︑御礼申し上げ
ます︒
私たちは︑全ての動物が安心して生活出
来るよう︑更に着実に前進して参ります︒
どうぞ︑本年も︑宜しくお願い致します︒

動物さん保護に向けて
保護施設拡大計画！

プレハブ
棟

発行元
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静岡県富士宮市
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当会は法人発足以来︑年
を重ねるごとに保護依頼件
数も増加しております︒
皆様から信頼を寄せて頂き︑
輪が広がっていくことを感
じ︑感謝の日々です︒
当会に頂く保護依頼は過
酷な環境で生活している子
達や生死を分けるような状
態が多く︑なんとかしたい
と試行錯誤を繰り返し︑倉
庫を飼育部屋に改造をした
り︑

29 年かけて作った団体です。

動物の保護がやりたくて

宜しくお願い致します。

今期の子猫ちゃんの保護
依頼件数は前年の保護総数
を上回る勢いです︒なんと︑
今年度に入り︵ 2020.4.1
〜
︶子猫だけで１２８匹
9.15
を保護させて頂きました︒
︵前年度保護総数１５５匹︶
産まれて間もないへその
緒のついた子︑衰弱し鳴き
声すら弱い子︑大けがをし
ている子︑奇形で産まれて
きた子︑母親に置き去りに
された乳児︑雨の中駐車場
に捨てられた兄弟猫など
様々な状態の子たちでした︒
この子たちは︑月齢によっ
て１〜２時間おきにシリン

く遊べるようになってくると︑
ずっと見ていても飽きない程
可愛いい盛りを迎えます︒
その様子をインスタやホー
ムページなどに上げさせて頂
いております︒大事にして頂
けるお宅に家族として迎えて
いただけましたら︑﹃命を繋げ
させて頂けた﹄と私たちの安
堵にもなります︒暖かく家族
として迎え
て頂けます
よう︑よろ
しくお願い
致します︒

おたよりぽすと

ジでミルクを飲ませ︑或い
はドライフードをつぶして
ミルクを混ぜて給餌する子︑
お尻を刺激しないと自分で
排泄ができない子など様々
で︑その子の状態に合わせ
お世話をさせて頂いており
ます︒
この頃の健康状態はとて
も不安定ですので︑私たち
は︑一日も早く元気に︑そ
して安定した健康状態にな
るようにと創意工夫の毎日
です︒
この子たちも︑次第に動
くものに興味を持ち︑楽し

子猫ちゃんの保護依頼
たくさん頂いています

アコンを取り付け︑整理棚な
どを運び込み︑準備万端！い
ざ決行！
プレハブの１階・２階に計
２９機のケージを移動し︑新
環境に適応できそうな８９匹
の猫ちゃんの大引っ越し作戦
を行いました︒
加えて︑今までの犬猫共同
生活仕様であった部屋を犬専
用に改築したり︑収容スペー
ス確保のために各部屋の更な
る改造と︑設備拡充も数日の
間に実行しました︒そして今︑
写真のような飼育空間ができ
あがりました！
今では︑皆︑新居にも︑新
しいお友達にも慣れたようで
落ち着いて︑生活しています︒
ぜひ皆さまも一度︑おこしく
ださい︒

ＴＷＦの会
創立者 武司
相談役 平柳みどり

飼育部屋の間取りを改造し
たり︑室内のケージの配置
替えをしたり︑新たに部屋
を借りるなど︑その都度様々
急遽ワンちゃん１４匹を
な工夫をして収容能力を上
保護させて頂く事になり
げてきました︒
ました。
しかし昨年春頃から︑連
日の子猫の保護依頼とワン
元の飼い主さんが︑突然
ちゃん１０数匹の保護依頼
があり︑今までの様な﹁工夫﹂ 入院することとなり︑飼っ
ていたワンちゃんのお世話
的対処では対応しきれない
ということになり︑思い切っ をする人がいなくなってし
まいました︒﹁友人がお世話
てプレハブの建物を借りよ
してくれる施設を方々探し
う！という運びになりまし
た︒︵写真中央茶色の２階建 回ってくれたが︑いずこも
難しいとの返事︑途方に暮
て︶
れていた処︑当会にたどり
着いた﹂ということでした︒
プレハブを借りて、
当会に連絡を下さり︑入院
大引っ越し計画！
中の飼い主さんから︑正式
に譲渡依頼を受け︑引き取
らせていただきました︒
プレハブ建物に電気︑水
道を引き︑照明︑流し︑エ

9 さい

ふゆのちゃん

とちぎけん

ＴＷＦ の会 かわら版
２０２１年あけましておめでとうございます
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2.0H 程度

10 〜 25 名程度
③

14：00 〜

2.0H 程度

10 〜 25 名程度
④

20：00 〜

2.5H 程度

15 〜 35 名程度

現在も︑多くの物品をご寄付していただい
ております︒最近では﹁どうせ寄付するなら
ちゃんと使ってもらえるものを寄付したい﹂
と言う声もいただいており︑事前に何が欲し
いのかを聞いてからご寄付くださる方も増え
ております︒本当に感謝です︒
動物さんたちが幸せに過ごせる世界を作る
ために私たちは活動しております︒
私たちの活動を知っていただき︑その内容
にご賛同頂けている証であるとともに︑より
多くの方々に知っていただき︑ご協力を頂け
ると幸いです︒

知識

キチン と

す！

たくさんの方にご来場い
ただきました

２０２０年６月２１日日曜日に︑譲渡会を
開催させて頂きました︒三密回避方法検討に
より︑開催決定時間を要しました︒小規模で
の企画としたため︑口コミのみで開催を告知
し︑結果約１２
０人の方々にご
来場頂きました︒
連れて行った
猫の半数以上が
家族として迎え
て頂けました︒
ご来場頂きま
した皆様にも事
故がなく︑無事
閉会となりまし
た︒本当にあり
がとう ございま
した︒

ＴＷＦの会の実績
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肥満について
一般的に︑犬では適正体重の１５％以上︑猫
では２０％以上を超えると﹁肥満︵太り過ぎ︶﹂
といわれています︒例えば︑１０ｋｇが適正体
重の犬が１１．５ｋｇを超えると﹁肥満﹂︑ま
た４ｋｇが適正体重の
猫が４．８ｋｇを超え
ると﹁肥満﹂というこ
とになります︒﹁たっ
た１．５ｋｇ﹂︑﹁たっ
た８００ｇ﹂と感じて
しまいがちですが︑体
重の少ない犬や猫にと
っては︑大きな違いな
のです︒
ですから︑犬・猫の
体重管理は﹁何ｋｇ増
えた︵太った︶︑または
減った︵痩せた︶﹂と考
えるよりも﹁何％増え
た︵太った︶︑または減った︵痩せた︶﹂と考え
ることが大切です︒
肥満は動物の寿命を縮め︑様々な 病気を引き
起こす原因になります︒

︻肥満によりなりやすい主な疾患︼
①循環器障害 血液を送る事に負担がかかり︑
呼吸器︑心臓など循環器の疾患
②呼吸器障害 余分な脂肪で十分な呼吸ができ
ず必要な酸素を得られなくなる疾患︒
③高血圧 うっ血性心不全につながる可能性が
あり︑致死的状況になる疾患︒
④関節障害 重くなった体重を支える為︑間接・
運動器の疾患
⑤糖尿病・皮膚炎・難産
⑥尿路結石︵特に猫が多い︶・脂肪肝︵特に猫
が多い︶など
犬と猫の肥満のチェックには ボ
“ ディ・コン
ディション・スコア と
” いう９段階評価がよく
用いられています︒
おうちの犬・猫と見比べると︑簡単に肥満度が
判ります︒

︻肥満の解消︼
犬の場合︑散歩の距離を長くし︑運動量を増
やします︒著しい肥満︑病気で運動量を増やせ
ない場合は︑獣医師に相談してください︒
猫の場合︑年齢︑環境を考慮し道具などを使っ
て遊び運動をさせます︒
犬・猫とも︑通常のペットフードで給餌量を
減らすと必要な栄養素が不足しますので︑肥満
用低カロリー・低脂肪で繊維質が多く含まれる
ペットフードにしましょう︒
食餌は︑間食させないで︑決めた時間︑決めた
場所︑決められた量を守りましょう︒
肥満用ペットフードに関しては︑獣医師に相談
するといいようです︒肥満予防もダイエットも
飼い主の食餌管理が基本です
︑ RCANIN HP
参照
DCclub
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12

12

みんな
あそびに
！
くるにゃ

お世話しているのは？

8：00 〜

この子たちのお世話は主に︑富士宮市︑富
士市︑沼津市︑三島市︑静岡市︑などに在住
︵総称地元︶の会員５５名が毎日︑東京都︑
神奈川県︑千葉県︑埼玉県︑栃木県︑愛知県
在住の会員５８名は週１度程度〜数か月に１
度︑秋田県在住などの会員２５名は数か月に
１度程度〜半年に１度担当させて頂いており
ます︒

②

お世話の時間
お世話は基本的に健
康管理と躾の為︑一日
４回行っております︒
また︑スタッフは︵会員︶
は全員がボランティア
の為︑曜日︑時間帯に
よってお世話に関われ
る人数は様々です︒
開始時刻・所要時間
は︑人数︑動物の健康
状態により変化します︒
また生後数週間の子猫
などは︑昼夜問わず２
時間おきに授乳など︑
状況に合わせ責任もっ
てお世話をさせて頂い
ております︒
30 〜 40 名程度

皆様からのご寄付・・・

1.5H 程度

活動の一部をご紹介！

犬
50

増加し続ける保護依頼に応えたいと︑部
屋を改装したり︑倉庫を飼育部屋に改築し
たり︑新たに部屋を借りたり︑昨年５月に︑
２階建てのプレハブをかりて設置したりで︑
お世話のスペースは今や１３を数えます︒

5：00 〜

保護動物数の推移

合計
①犬では当会最初の保護犬ココと猫ちゃんたちの
お部屋﹁本部﹂
②中〜大型犬︑一頭ずつ専用のお部屋がある
﹁ウッドハウス﹂
③法人成の前に出来た﹁ワンちゃんハウス﹂
④人に慣れていない猫を︑慣らす事に長けた﹁奥部屋﹂
⑤梁の上を猫が走り回れる﹁キャットハウス﹂
⑥エイズキャリアや高齢猫を手厚くお世話している
﹁猫部屋﹂
⑦子猫中心の﹁キティルーム﹂
⑧２０２０年に新しく借りたプレハブ１階︑
﹁にゃんちゃんハウス１階﹂
⑨２０２０年に新しく借りたプレハブ２階︑
﹁にゃんちゃんハウス２階﹂
⑩コーギー犬﹁エス君﹂がお出迎えしてくれる
﹁隣部屋﹂
⑪中型犬と小型犬のいるお部屋﹁レインボー﹂
⑫２４時間お世話が必要な子達が集まるお部屋
﹁事務局﹂
⑬優しい大型犬︑﹁武郎君﹂のいる﹁虹武﹂

②③は休日者、主婦、時間拘
※①は出勤前 ④は退社後
束の無い方などの参加。

保護させて頂いた動物数は年々増加して
います︒年度末時点の飼育数の推移です︒

猫
100

１３の保護シェルター

150

当会のアカウントです。

設営の様子しか写真がなくてすいません
設営の様子しか写真がなくてすいません (´;ω;｀)
(´;ω;｀)

200

やっていま

当会では目が見えない、片足がない、エイズ
キャリアがあるなど様々なハンデを抱えている
子も譲渡させて頂くことがあります。今まで譲
渡させて頂いた中でその子たちはありがたいこ
とに " ハンデを抱えている " からではなく、ハ
ンデを抱えている / いないは関係な
く、この子が良いと里親を申し出て下
さる方に迎えて頂き、今も幸せに暮ら
しているとお便りを頂きます。
今後も当会にいるすべての子達にこの
ようなご縁を頂ければ嬉しく思います。
里親さんを募集している子達はインス
タグラムに載せさせて頂いております。
ぜひご覧ください。

譲渡会を行いま し た ！

①

おります
支援を頂いて
ご
の
ん
さ
く
た
！
ざいました！
ありがとうご

250

保護動物は︑すべて室内飼育としていて︑
猫は３〜１段ケージに２〜３匹で飼育︑犬
は犬専用の部屋を間仕切りし︑１スペース
に１〜２匹で飼育しています︒

い
6さ

ん

ん なつひとく
け
とちぎ

里親さん大募集！
２０２０年６月２１日

年度末時点の飼育数の推移

保護時の健康状態によって︑体重が何グ
ラム増えた？ウンチやおしっこの出方は？
食欲は出てきた？けがの状態は？ などな
ど︑日々の健康管理や命をつなぐ事などに
留意しながら︑安心して暮らせる様お世話
をさせて頂いている毎日です︒私たちの日
常の動物のお世話を︑側面からの一面でご
紹介させて頂きます︒

ただいまの T W F の会の現状です

