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会員の皆さま 

昨年から続く新型コロナウイルス、その感染が拡大するたびの自粛生活に、お疲れがで

ていませんか。 

コロナ自粛の中でも、猫活動は休むことなく、外猫さんへの餌やりと TNR は続けられま

した。みんな頑張ってくれています。 

譲渡会が開催できるときには、ボランティアで参加くださる方々に助けられ、無事に運営

できたことに感謝です。 

そして、とても有り難いことに、2020 年度はご寄付振込、支援物資ともに 2019 年度実績

を上回りました。 神戸猫ネットの活動は、みなさまのボランティア精神に支えられている

ことが強く実感できました。 

寄付すること、会員を継続することも 『ボランティア』 です。 

無理はしないで、できるときにお力をお貸しください。 

今、時代に応じた社会に貢献する事業を模索していますので、みなさまの知識と経験を

生かし、活動や運営に協力していただけないでしょうか。 

これからもご支援とご協力をお願いいたします。 

２０２１年 ７ 月 

理事長 杉野 千恵子 

 

 

 

 

 設立年月日 平成２５年７月３１日 

 会員数 正会員（議決権あり）     ８７ 名 

     その他の会員（議決権無）    1 名 

      （２０２1 年５月３１日現在） 
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2020年 6 月～2021年 5 月 活動報告一覧表 
 

 

 譲渡会・愛護啓発 等 ＴＮＲ・協議会ほか 理事会：毎月開催 

６月 

 

 

  

 

７月 

・第４５回譲渡会 7/19 

・カッパちゃんの写真展に

参加（元町駅近くのカフェ） 

直営事業：２件 長田区 

 

フェリシモ基金の申請 

会報８号発行 

８月 

  第 7期通常総会・8/2 

所轄庁に報告書提出 

９月 

第４６回譲渡会 9/27 

 

 

直営事業：３件 

西区・北区・須磨区 

イオン黄色いレシートキャ

ンペーン下期登録 

１０月 

・動物管理センター見学 

・イベント大丸須磨 

もふあつめ展に参加 

 

 

10/4会員交流会 

１１月 

 

・第４７回譲渡会 11/22 

・ネスレピュリナ ネコのバス 

オンライン譲渡会に参加 

 

高取山ＴＮＲ相談の調査 

会員に猫活案内書類の

郵送 

１２月 

 スタジアムの屋根より 

ミィちゃん救出 

12/13会員交流会 

2021年 

１月 

※譲渡会中止 直営事業：２件 

長田区・須磨区 

会報９号発行 

２月 

  

捕獲器メンテナンス 

 

 

３月 

・第４９回譲渡会 3/21 
ライオン商事 猫トイレ＆砂 

プレゼント企画 保護猫譲渡

応援プロジェクトとして協力 

直営事業：３件 

中央区・北区・長田区 

 

 

ボランティア保険更新 

４月 

 

 

直営事業：１件 長田区 イオン黄色いレシートキャ

ンペーン上期登録 

法人市民税の減免申請 

５月 

※譲渡会中止 

 

 

直営事業：２件 北区  
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 事業活動の概要 

動物愛護の普及・啓発事業 

◆７/１３、１４ カフェで写真展 

ビーガンカフェ Thallo （神戸市中央区）               

カッパちゃん写真展（ＮＰＯ法人ねりまねこ 

東京練馬区で地域猫推進）の企画があり、 

同じ会場で、一緒に参加させていただきまし

た。 

パネルや写真の展示、前年のイベントで作成し

た写真のポストカードと小物雑貨の販売をしま

した。 

２日間でしたが、活動に関心があるかたに来

ていただくこともできました。  

やって良かったと感じました。 

 

◆１０/７～１８ 大丸須磨イベント「もふあつめ展」 

飛び猫の写真家 五十嵐氏からお誘いいただき、 

里親募集中の保護猫写真の展示で参加。 

まだまだ保護猫のことが知られていないと感じました。 

 

 

◆ネスレピュリナ カレンダー撮影に協力 

 2020年 11月と 2021年 5月に掲載。  

団体の紹介を入れていただき、カレンダーを会員に配布 

 

 

◆動物管理センター見学 １０月２３日(金) 

毎年この時期に訪問しています。 

質問と意見交換（10 名参加） 

                          

◆11月 2１日 ピュリナネコのバス  

全国あちこち保護犬・猫めぐりに参加 

ＬＩＶＥ配信で、保護猫３匹（ゼン吉・ハッピー・ 

ラッキー）が参加して里親募集中をアピール。 

杉野理事長も出演して団体の紹介をしました。 
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保護された猫の新たな飼い主探しに関する事業 

◆猫の譲渡会  

捨てられた猫、飼い主のいない猫が産んだ子猫など、保護された猫の里親募集の 

ために譲渡会を４回 開催しました。（緊急事態宣言により 開催中止が２回） 

会場は、株式会社フェリシモ様から、エスパスフェリシモホール（ 須磨区、市営地下鉄 

総合運動公園駅から徒歩 1分 ）をご提供いただき、共催しました。 

 

第 45 回の譲渡会から、コロナ感染拡大防止対策をしながらの開催となりました。 

スタッフはマスクにフェイスシールド、備品のボールペン・バインダーの消毒、入場者の

検温と名簿管理、混み合わないようにするための運営を考えて行いました。 

 

 来場者数 参加猫の数 正式譲渡 

第４５回  ２０２０年 ７月 １２６ ３２ １３ 

第４６回  ２０２０年 ９月 ７０ ３７ １１ 

第４７回 ２０２０年 １１月 １２７ ４０ １６ 

第４８回 ２０２１年 1月 開催中止 

第４９回  ２０２１年 ３月 ９１ ２９ ９ 

第５０回  ２０２１年 5 月 開催中止 

合  計 ４１４ １３８ ４９ 

第１回（２０１２年９月２３日）からの累計は、 

来場者 5419 名、 参加猫 1978 匹、 正式譲渡 539 匹 

この譲渡会は、毎回３０人ほどのスタッフで運営しています。 

２０２０年より譲渡会備品運搬を「神戸ペットタクシー」が協力くださっています。 

事前にお申込みくださった初めてのボランティア希望者には、オリエンテーションを

行い、神戸猫ネットの活動を知っていただく機会としています。 

譲渡会の翌月に委員会を開き、反省点と課題について話し合います。 

チラシは、(公社)神戸市獣医師会のご協力を得て各病院に配布いただいています。 

◆ WEB で譲渡会 （ 会員の里親募集保護猫を掲載します ） 

2020 年春から始まり譲渡会の無い月に活用される「ＨＰとブログで譲渡会」が好調で、 

保護猫を探している方に里親募集猫の情報を見てもらえるようになりました。 

問い合わせをいただくことが増え、お見合い・トライアルなどの表示変更は担当者により

速やかに行われています。 

昨年１１月から今年の５月末までの半年間では、１８匹の保護猫が正式譲渡になりました。 

当面の間は、この方法でも里親募集を続けていきたいと考えています。 
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ＴＮＲ（捕獲・不妊手術・元に戻す）事業 

これ以上野良猫を増やさないため、猫の繁殖制限として活動をすることで、ＴＮＲの重要

性を啓発しながら推進しました。 

ＴＮＲ 2020/6 月～2021/５月 頭数・件数  

 ＴＮＲ依頼・サポート 

会員自身のＴＮＲ活動 

  

５４９匹 

 

2020/6～12月分 

上記のうち有償サポート  ３９ 件  

捕獲器の貸出し 合計          ６５ 件 2020/6～2021/4 

協議会の直営事業     ２３件   ９７匹 神戸市内 

＊猫活応援制度（会員申請）  １２ 名 支援額計 ￥315,410 

会員が保護した猫 11名分集計 １０６ 匹 2020/6～１２月分 

月別 捕獲器貸出し件数 

2020/6 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 2021/1 ２月 ３月 ４月 ５月 

７件 ４件 ６件 ７件 ４件 ７件 ７件 ６件 ３件 ５件 ３件 ６件 

 

2020 年も一度にたくさんの捕獲器を使う場合があり、使用頻度が高いものに不具

合があるかもしれないので、これを機に、保有するすべての捕獲器を管理者から

回収して番号表示を新しく付け直しながら、動作チェック等メンテナンス作業をしま

した。 アライグマが捕まり、仕掛け動作に関係する棒が曲げられた捕獲器が数台

ありました。 （現在捕獲器管理者の会員は１０名。 貸出し担当は高野副理事長） 

 

＊猫活応援制度とは、 

みなさまからのご寄付、フェリシモ基金を利用して、神戸猫ネットが会員の活動を支援

するものです。 会費納入済で入会後 6 ヶ月経過した会員が申請できます。 

① ＴＮＲ手術費用  オス 6600 円/１匹、メス 11000 円/１匹  申請合計・・18 匹 

② ノミダニ駆除・ワクチン接種   各 1100 円/1匹    申請合計・・２６匹 

③ 保護猫の初期費用一部として   5000 円/1匹    申請合計・・２８匹 

かかった費用の全額支援ではなく、費用の一部ですが負担軽減になればという応援

制度。 支援は、会員ひとりに①～③各 5 匹まで。領収書原本、保護猫の写真提出など

条件があります。 ２０２０年度に初めて③の保護猫の初期費用に支援を広げました。 

 

協議会の直営事業とは・ ・ 

協議会に寄せられた情報をもとに現地調査をしたうえで、速やかな繁殖制限が 

必要と判断された場合に行われる事業です。 

神戸猫ネットは、現地調査やＴＮＲ作業に協力しています。 

その地域で自ら申請するエサやりさんが分からず、エサ場を特定するための具体的

な情報収集から関わって、捕獲場所の選定などスケジュールを考えます。 

野良猫の数が思ったよりも多くて驚かされることもあります。 


