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ゴーキャッツは浜松市を中心に、飼い猫･野良猫の不妊手術推進、猫の譲渡会開催などの活動をしています
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日本では毎年 20 万とも、
が
それ以上ともいわれる数の猫が
私はたまたま人間に生まれたけれど、もしかしたら
行政の施設で殺処分されています…
幸
ネコに生まれていたかも知れないと思うのです。も
お腹をすかせ、人に追われ、人に怯えながら
し、生まれてすぐに公園に捨てられたら…兄弟と一
せ
外で暮らす猫が数知れずいます…
緒に保健所に持っていかれ最後の部屋に入れられ
そして、不幸な命が産み落とされては
に
たら……想像するだけで息が苦しくなりました。胸
消えていきます…
な
が痛くなりました。
捨て猫も後を絶ちません…
たまたま人間に生まれたからっていばっちゃいけな
り
いと思いました。
救いようのない現実にも思えますが、
、
でも、そうではないかも知れません。
地
――人と猫が共に穏やかに暮らせる社会――
ねこがのどかにくつろいでいられる町はいいな～と
私たちが目指すそのゴールがどこかにある筈です。
思っていました。人の気持ちが優しかったり、木や
球
今はまだ遠すぎて
植物などの自然があったり…
が
ゴールインのテープも見えませんが、
今でもそんな町があるのでしょうか
日々の活動の中で出会うひとつひとつの
幸
小さな命と向き合いながら、また、
私たち人間の無責任や無関心や命の軽視が、悲惨
せ
私たちと同じ思いでいてくださる方たちとの
な末路をたどる不幸な猫を作りだし増やしていま
絆を深めながら
す。根本的な解決にならない殺処分に、私たちの多
に ゴールに向かって歩を進めたいと思っています。
額の税金が使われているのも許せません。
な
応援よろしくお願いいたします。
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ノラ猫の不妊手術助成キャンペーン実施中

す

魅力的な猫の写真集をたくさん出しておいでの、動
物写真家岩合光昭さんの言葉です。ネコの幸せを地
球の幸せにまで飛躍させる発想に不意を突かれま
したが、その通りかも知れません。
ネコを愛おしいと思う心、ネコを気遣う優しさ、ネ
コに対する寛容さ……
「ネコ」を「他者」に置き換えてみれば納得！です。
こういったことが“地球の幸せ”のモトになるので
すね。ネコが幸せに暮らせないような社会ではヒト
も幸せに暮らせないということでしょう。

（パネル展ノートより 中一 女子）

（ノートより 主婦）

（パネル展

ノートより

会社員）

公園や庭先でエサを与えているネコたち、近所に住みついたネコたち、避妊・去勢手術はもう済んでいますか？
餓死したり、動物管理センターで殺処分されるような不幸な仔猫を産ませないために、是非今のうちに不妊手術
を受けさせてください。ネコが増えて嫌われたり邪魔者扱いされたら、あなたのやさしさが逆にネコを苦しめた
り、死に追いやったりすることになってしまいます。
手術費用の捻出は大変かも知れませんが、寄せられる苦情、ご近所への迷惑、増えるエサ代、里親探しの苦労、
精神的な負担等を考えたらやはり「産ませないこと、増やさないこと」がベストの選択になるのではないでしょ
うか。期間中は手術助成金を増額しますので、メス 6000 円、オス 5000 円程度で手術をすることができます。協
力してくださる病院もご紹介しますし捕獲の方法などもアドバイス致します。先ずは事務局にお問い合わせ
下さい。

動物の為に何かしたいけど、何をすれば
ｈｈ
いいのか分からない～
――という方必読！

→

今すぐに始められること、ありますよ。
私達が日頃使っているシャンプー、リンスや歯磨き
粉、化粧品などの製品を作る際に、たくさんの動物
達が実験台にされ、苦しんだのちに殺されています。
「知らなかった…」という方も多いでしょう、私も
知りませんでした。それもそのはず、動物実験の様
子は一般には公開されず、ひた隠しにされる傾向が
あります。なぜ隠すのか？――そのあまりに惨い実

この子のこと、あの子のこと②
写真の子はヤッシー君
ある夜随分遅くに電話がかかってきました。
停めていた車のエンジンルームで仔猫の鳴き声が
するがどこにいるか分からない、とのこと。「とにか

験の様子を公開すれば、非難の声が高まり、実験が

く探してください、どうしてもダメだったら消防署か

出来なくなるからです。実際に欧米では、事実を知

交番に連絡して！」とお願いし、待つこと 2 時間。
「よ

った消費者たちからの非難の声を受け、多くの化粧

うやくひっぱりだしました～」と報告がありました。

品メーカーが動物実験をやめるようになりました。

でも、この方は連れて帰ることができないそうで

日本では、まだその事実を知らない消費者が多いの

す。ここまで頑張ってくださったのですからバトンタ

ですが、資生堂やカネボウ、花王といったよく知ら

ッチ。後は引き受けることにしました。受け取ってみ

れているメーカーを始めとする多く企業がの動物実

たら 500g に満たない小さな子です。早速ベトベトの

験を行っており、たくさんの動物達が今現在でも大

体をシャンプーしましたがまだ上の写真のとおり

きなストレスを与えられ、苦しんでいます。

（笑）。疲れ果てていたのか、次の日もこんこんと眠

つまり、その製品を購入することが、動物実験をサ

り続けました。その後はすくすくと育ち、白さも取り

ポートすることになるのです。

戻してこんなきれいな子に成長。今は里親さんの元で

私達にできること――動物を犠牲にしていない製品
を選ぶことです。動物実験をしないで作られた化粧
品はたくさんあります。日本でも、そして、ここ浜
松でも、動物実験をしていない企業の化粧品を買う
ことが出来ます。今使っている製品を見直すことで、
動物達を救えるのです。
動物実験をしていない企業 103 社が掲載されている
「コスメガイド」(定価 400 円)は、Go！Cats の皆さ
んと一緒に毎月浜松駅前で開催しているパネル展で
も販売していますので、ぜひご参考いただき、真の
美しさを選択してください。もちろん男性の方々も
っ。
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細谷

大切に育てられています。ヤッシーは汚れていただけ
ですが、命を落とすことにもなりかねません。
自分の車のエンジンルームに仔猫が入りこんでい
るかも知れないなんて思ってもみませんよね。でも、
同様のことが昨冬 3 件ありました。これから寒くなる
と暖まっているエンジンルームは要注意です。
車に乗る時にはちょっと耳を澄
ませてみてください。
オマケ：ヤッシー君の背中には「家を守
る縁起の良い生き物」といわれるヤモリ
の姿がくっきり！おまけに、ヤッシーの
シッポがそのままヤモリのシッポにな
ってます（笑）。ヤモリさん、ヤッシー
君の新しいおうちの皆さんを守ってね。

参考：JAVA コスメガイド Vol.4（発行：NPO 法人 JAVA）」
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！」」 と願って開く

「仔猫・若猫譲る会」
第 1 日曜日：ペット愛ランド早出町店（11：00～15:00）
第 2 土曜日：熊平動物病院（半田山 12:30～15:30)
第 3 日曜日：ペット愛ランド志都呂店（11：00～15:00）
第 4 日曜日：西山会館 （西山町 13:00～16:00）
毎月第 4 土曜日には、遠鉄百貨店正面玄関前にて
「小さな命について考えるパネル展」を行っています。

是非おでかけください！
※譲る会もパネル展も、場所や日時を変更することがあります。

