広島市立大学
広島県
動物愛
護セン
ター藤
井所長。
私は藤
井所長
個人を
憎んでいるわけではありま
せん。ダラダラと殺処分し
ている広島県のやり方に腹
を立てているのです。
広島市の登場。私が去年
県民の前で恥をかかせてか
らこの１年、広島市【だけ】
はものすごい努力をしまし
た。かわいらしい犬は譲渡
に、問題のある犬は犬猫み
なしご救援隊へ。かわいら
しい猫は譲渡に９８％の猫
は犬猫みなしご救援隊へ。
処分機を使わせないために
奮闘しとる。
広島市主体の地域猫活動
に参加してくれた町内会が
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２０１５年１０月３日
午後１時３０分～中国新聞
本社ビル７Ｆ会議場にて第
二回三位一体公開会議シン
ポジウムフォーラムを開催
いたしました。
主[催 犬]猫みなしご救援隊
共[催 ピ]ースワンコジャパ
ン 後[援 広]島県・広島市・
呉市・福山市 ・神石高原
町・中国新聞社 発[表者 広]
島県・広島市（政令指定都
市）呉市（中核市）・福山
市（中核市）神石高原町・
徳島県・長崎市・伊藤まゆ
み（広島県議）山本昌宏
（広島市議）ピースワンコ
ジャパン・犬猫みなしご救
援隊 司[会者 広]島国際文化
財団事務局長大前吉文 参[
加者 （]予約者のみ）広島
市内町内会・有志・広島県
内各市有志・広島経済大学・

三位一体会議
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５０町参加希望の町内会が
５０町。これスゴくない？
約１００町内会の猫たちは
誰からも文句言われず
堂々と生きれるんよ♪
本来持っていた生きる権利
を取り返したんよ♪
第二部
シンポジウムフォーラム
地域猫について呉市愛護セ
ンター佐々木所長の発表 。
犬猫みなしご救援隊では、
８月から呉市とタイアップ
し殺処分ゼロを目指して呉
市愛護
センター
に
収容さ
れた猫
全頭の
引き出
しを始
めました。
去年の抱負をどこまで実
行できたのか聞くのはオモ
ロイ 。その快感が心地え
えので私は来年もやります。
三位一体会議 。
言うたことは守らにゃい
けん。それは人として当た
り前のこと。それがたとえ

広島市の場合

動物愛護家であったとして 属するも人生。問題は山積
も、行政人であったとして みで苦しむかも知れんけど ,
も。
センター配属時に地域猫を
始めてそこにひとつ名を残
して転属するも人生。どっ
ちを選ぶかは阿部ちゃん次
第じゃ！？』
「ボクも獣医なんで手術が
やりたいです。やりたいけ
どやったことがないので、
できんです・・・」
『そりゃ大丈夫じゃ。私が
山口先生に講師を頼む。山
口先生の手術法なら絶対に
成功する』
「じゃあボクは職員に声掛
けしてより多くの職員を集
めます」
広島市主体の地域猫活動。
それをやってみようと思う
阿部さん【ここが他の職員
と大きく違うとこでした】
職員獣医が手術ができるよ
うになった・・・人件費が
タダになった・・・次に起
きた問題は広島獣医師会と
の兼ね合い。広島市の場合
そこは前所長のゆるい感じ
の佐伯さんがホワッと進め
て今の鈴木所長が決定づけ
て 中,谷が獣医師会から、

殺処分ゼロを目指して
三位一体公開会議について
ビックリするほどのメール
をいただいております。
全通に返信できないので
この場を借りてお答えしま
す。「広島市動物管理セン
ターが改革できたんだから
今度は広島県愛護センター
をなんとかしてほしい」
奮起して立ち上がって行
動を起こしたのは広島市の
職員獣医の阿部さんですよ。
『収容動物が増えて広島市
が困らんようにウチが全頭
引き出す。その代り地域猫
をやろう！予算なんか要ら
ん。高いのは人件費で医薬
品は安いもんじゃ。手術を
職員獣医がやりゃ人件費は
タダじゃ。要るのは医薬品
代だけじゃ。そがいなもん
はどがいにもなる 。これ
から先問題を起こさずに、
おとなしく職務を終えて転

これ
です。
動物
愛護
には
２つ
に１
つしか道はないんです！
【助けるか】【見殺すか】
「どこかで幸せになって！」
「誰か良い人に助けられて！」
そがいなことにはならんの
です！！自分が今助けんと
その子は助からんのです！
私は被害犬をこれ以上増
やしとうない。自分が携わっ
た犬だけ
が助かれ
ばええと
は私は思
わん。神
永唯久の
好みは黒ラブの若い女の子
です。偽名を使っている場
合もあります。この男に絡
む情報を求めています。ひ
どい目に遭う犬をこれ以上
増やしとうないんです。こ
の情報を拡散して下さい。
この男に犬を譲渡しないで
下さい。どうかご協力を・・・

久留米ＴＮＲ予定

【１１月１５日】▼広島市
地域猫視察【１１月１７日】
▼那珂川町ＴＮＲ一斉【１
１月２０日】▼栃木拠点Ｔ
ＮＲ【１１月２１日】▼栃
木拠点譲渡会【１１月２２
日】▼相模原ハルミケＷ公
演【１２月１０日】▼広島
ＴＮＲ一斉【１２月１２日、】
▼栃木ＴＮＲ一斉【１２月
２３日】

みなしご通信（バックナン
バー）みなしご公式ページ
（
http://www.minashigo.j
に
p/newpaper/index.html)
掲載中。

TEL : 082-812-3745 FAX : 082-815-2711

来年の２月
ねこれん・ちばわん＆みな
しご協働久留米ＴＮＲ一斉
を行います。お問い合わせ
はＨａｐｐｙ Ｃａｔ ２
９９ Ｃｌｕｂ猫カフェＮ
ｈａＣｏｎＭｅｏその際は
交通費削減のため熊本＆佐
賀も一緒に組みたいです

ソフトバンクの「かざして
募金」、ジャストビギング
で寄付が出来ます。
（
http://justgiving.jp/p
）皆さまからのご支
/1281
援、よろしくお願いいたし
ます。

今後の予定

▼広島本部ＴＮＲ一斉【１
１月１４日】▼呉譲渡会

広島県広島市安佐北区可部町大字今井田690-2

ものすご～嫌われて
まとまった感じですね（笑

犬の里親詐欺男（６０のジ
ジイ）栃木県宇都宮市の一
軒家に住んでいます。この
ジジイは次から次へと里親
になって犬を引き取って戻っ
てこれないほど衰弱させて
山に捨てたり路上に捨てた
り好き勝手を繰り返しとり
ます。
「次は盲
導犬のリ
タイヤ犬
をもらお
うかな」
そがいな
ことを言うとるそうです！
栃木県宇都宮市立伏町に住
む犬里親詐欺男 神永唯久。
この男についてたくさんの
情報が寄せられてきていま
す！神永唯久から譲渡希望
があった・・・実際に犬を
渡した・・・犬を渡したが
引き上げた・・・念書を書
かせた・・・何度も警察の
相談した・・・。なんで今
までこのクソジジイのこと
が表に出んかったんじゃろ
う。その原因はすべて「現
住所や顔写真まで投稿して
名誉棄損になりませんか？」

〒731-0234

尾道キャットビュー

尾道市内にいる野良猫を
殺処分しとりながら【尾道
で暮らす愛らしいネコたち
の魅力】？？尾道市は外に
猫が居たらダメなのにキャッ
トストリートビュー？？？
善良な国民をだますような
ことを広島県は【広島県の
公式ＨＰ】に堂々と出しちゃっ
たよ！《広島県の路地裏や
風景などの隠れた魅力をそ
れらをよく知っているネコ
たちの視点により疑似体験
することができます》広島
県はこんな表現したよ。年
間何千匹も野良猫を殺処分
しとるのに。

犬里親詐欺男
犬里親詐
欺男。１度
不幸になっ
た子を２度
不幸にする
最低最悪の

犬猫みなしご救援隊
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