８月２日の朝８時２０分
５歳だったゆ～坊が急に胃
の状態が悪くなって亡くな
りました。犬や猫と違って
１・５トンの去勢牛ですか
ら人力ではどうにもならず
重機を動かすために田原君
は帰ったのです。誰よりゆ
～坊＆た～坊のお世話をし
ていた田原君の心情を思う
と最期は彼が運び出すのが
一番だと考え、田原君が広

島に帰り私が栃木拠点に残
ることにしたのです。
田原君は毎月２回、一人
で土を交換してグルーミン
グもして爪も切って、ゆ～
坊も特別甘えていましたし
みなしごバスが到着すると
エンジン音だけで「モ～モ
～」とうるさいぐらい鳴い
ていました。だからショッ
クが大きくて「帰らせてく
れ！」に。そうは言うても
田原君は人間なんでどが～
にでもなりますが問題は残
されたた～坊で…２頭はす
ごく仲が良かったし、た～
坊はゆ～坊なしでは何もで
きなかったし、私は２頭が
離れるときが来るなんて想
像もしていませんでした。
た～坊は目を開けないゆ～
坊を丸１日舐め続けゆ～坊
を運び出すのを阻止しまく
り。ゆ～坊の死から一週間

牛の「ゆ～坊」５歳で急逝

みなしご通信

平成30年9月

みなしご通信
第60号

重要なお知らせ
中谷百里率いる当法人の
名称は「特定非営利活動法
人犬猫みなしご救援隊」。
みなしご救援隊の《前に》
犬猫が付き犬猫みなしご救
援 隊で す。 「 特 定 非 営 利
活 動法人 みなしご 救援隊
犬 猫譲渡 センター 」（広
島 市安佐 北区・Ｊ Ｒ可部
駅 徒歩１ 分）と東 京支部
食欲もなく「お前が殺した
んか！」「ゆ～坊を返せ！」
うちの者全員を威嚇してい
たそうです。
８月１３日は栃木拠点で
迎え火をしました。その翌
朝、先立ったうちの子たち
の御霊を乗せてきたきゅう
りの馬が１つ重さに耐えき
れずぺしゃんこになってい
ました。私は『ゆ～坊が乗っ
てきた』と思い『ゆ～坊が
栃木におる！』と広島に電
話をしたら「そんなことは
ないですよ！昨日からた～
坊のテンションが高くて独
りで楽しそうに飛び回って
ますよ！ゆ～坊は間違いな

く広島にいます！」と。そ
りゃ～そ～か（笑）ゆ～坊
５年間、本当にありがとう
うちに来てくれてありがと
う、次はお浄土で会おう♪

の保護犬 ・保護 猫カフ ェ
（東京都 世田谷 区）は 全
くの別団 体であ り何ら の
関係もございません。
当法人は皆さまもご存知
の通り犬猫のストレスを考
慮して保護犬・猫カフェ等
の運営は行っていません。
時間単位の預かり業務もし
ていません。前出の団体は
２０１１年８月に当団体を
脱退した方が新たに作られ

た団体であり当団体とは活
動理念・内容が異なります。
名称が酷似していること
本部の所在地が近いことな
どから混乱を招き、多数の
お問合せをいただいており
ますが、当団体に聞かれて
もお答えのしようがありま
せん。その旨ご理解いただ
き、勘違いなさっているお
知り合いにこの情報をお伝
えください。

朝から《１頭になってし
まった》た～坊が根本さん
にとうもろこしイジメをし
ていました。へバーデン結

た～坊その後

節で指先が上手く使えない
根本さんは、皮をむくのに
どうしても時間がかかって
しまうのですが、た～坊に
は理解できず「根本！遅い
んじゃ～！」とおかんむり
で水をかけるのです（笑）
水飲み器をうまく使って水
を噴射します ＝写真。２～
３ｍは飛びますからたいし
たもんです。この技は先立っ
たゆ～坊にはできなかった
技で、た～坊だけのオリジ
ナル技なのです。野菜仕分
け担当の福田さんもちょっ
と遅かったりしたら水をか
けられ、他の者は大笑いし
ています。

北本市講演会
講演会を開くのか？への答
えが素晴らしく「行政がで
きることには限界がありま
す。事が起きてからじゃ遅
いと思い今のうちに行政が
できる《啓発》に力を入れ
ようかと思いました」。市
の環境課が主催する講演会
なのに北本市以外や県外の
人も参加ＯＫにしたことに
ついては「参加していただ
くことに意義があるので」。
その結果、一番遠くの申し

込みは四国地方からだった
そう。申し込みスタートの
初日で電話が鳴りっぱなし
で定員１００名を超え、３
日目で１７０名を超えたの
で早々に打ち切ったんだそ
うで、漏れた方には大変申
し訳なく思います。役所が
催す講演会としては驚異の
スピードだったらしく環境
課の人たちが「スゴイ」
「スゴイ」と褒めちぎるの
で、とりあえず『まぁ私は

ソフトバンクの「かざし
て募金」、ジャパンギビン
グで寄付ができます。
（
https://japangiving.jp
）皆さまか
/supports/1281
らのご支援、よろしくお願
いいたします。
売れない芸人よりかは売れ
とる』と威張っておきまし
たが、何でこんなオバチャ
ンが人気者になるのかサッ
パリわからんです（笑）
講演会の会場の外ではサ
イン会＆握手会＆写真撮影 みなしご通信のバ ックナ
会 ＝写真。見かねた人が何 ンバーは、公式ページ
度か「中谷さん椅子にお座 （
http://www.minashigo.j
に
りください」と持ってきて
p/newpaper/index.html)
くれましたが、私は地べた 掲載しております。
がええ、これが一番ラクな
んじゃ♪

今後の予定

１０月１９日＝広島市の
大動物視察▼２０日＝韓国
メディア取材▼２８日＝東
京・お台場でトークショー
▼１１月２日＝熊谷商業高
校で講演

本 紙 は 中 谷百 里 代 表 ブ ロ グ
「 み な し ご庵 へ よ う こ そ 」
の記事を抜粋したものです。

広島県広島市安佐北区可部町大字今井田690-2
TEL : 082-812-3745 FAX : 082-815-2711

埼玉県北本市環境課主催
「踏み出そう！人と動物が
共に生きるために」１２０
分講演に参加させていただ
きました。北本市は現在苦
情と言えば飼い犬の《お散
歩マナー・糞の後始末》に
ついてしかないそうで野良
猫の餌やり問題や多頭飼養
崩壊問題にはまったく直面
していないんだそう。なぜ
を見てどんなことをやるん
だろう？と興味を持たれた
ご婦人が会場に来られまし
た。品のあるご婦人に品の
ある私が「どんなことをやっ
ているのか」こと細かに説
明しました♪時おりクスク
ス笑いながら、涙を流しな
がら「不幸な猫をなんとか

したい」と本気で私におっ
しゃられたご婦人はなにを
隠そう佐竹・現・秋田県知
事の奥様 ＝写真左。佐竹知
事も奥様も娘さんも「大の
猫好き」こ〜なると私は離
しません！ＴＮＲの必要性
その先にある地域猫活動な
どなど自分の経験を元に持
論を展開していきました。
この日、奥様はご自身の
意思でわざわざ時間を作っ
て来られたのです。そこに
中谷がべったり張り付いた
わけですから、もしかした
ら秋田県、大きく変わって
いくかも…です♪

〒731-0234

秋田でＴＮＲ

３回目の今回は秋田市・
大仙市・由利本荘市にある
多頭飼養現場から約５０匹
の猫たちが来ました。多頭
飼養現場の飼い主って本当
に犬や猫が好きなんでしょ
うか？私はそうは思いませ
ん。好きなら病院に連れて
行くでしょうし好きなら首
が回らなくなる前にちゃん
としているでしょうし！今
回は「こまちにゃんこ集合
チラシ」を配るなど秋田の
おばちゃんたちどんどん進
化しています。このチラシ
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