
TSUBASA
「The Society for Unity with Birds ‒ Adoption and Sanctuary in Asia」

（鳥と調和のとれる社会 ‒ アジアの里親とサンクチュアリ）

TSUBASAではさ
まざまな理由で引
き取られた鳥たち
のために、新しい
家族を探す里親制
度を設けています。
詳しくは、公式HP：
www.tsubasa.ne.jp
または里親会のページ：
www.tsubasa.ne.jp/
foster-bird/ をご覧ください。

【ショウ】
＠タイハクオウム

飛ぶのが大好きで、
TSUBASAの中庭
を縦横無尽に飛び
回ります。
人にも鳥にも優
しい性格なの
で、他の鳥に羽
繕いをしてもらっ
ている姿をよく見
かけます。
見た目も綺麗で可
愛らしい性格の持ち
主ですが、長時間大声

で鳴き続けることが多いの
が玉にキズ・・・。

TSUBASAは、インコ・オウム・フィンチと暮らす全ての方、
そして動物愛護に関心をお持ちの方に対して、より良いバードライフのご提案と

適正な飼育の為の啓発活動を行っております。
また、様々な理由により手放されてしまった鳥達を引き取り（里子制度）、

新しい飼い主さんを探す（里親制度）活動を行っております。

広く、皆様に活動を
知っていただく事を目的とし
本紙を発行しております。

回覧板を設置してくださる団体様
施設様を随時募集しています！
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「愛鳥さんは幸せですか？」
と、質問されたらあなたはどうお答えになりますか？
「もちろん幸せに決まっている」と、答えられる方はどれく
らいいらっしゃるでしょうか。
「幸せ」の定義も人それぞれなので一概にいえません
が、多くの方がその答えに悩んでいらっしゃるのではない
かと思います。

愛鳥さんに幸せになってほしい、
そしてお世話している飼い主さんも
幸せになってほしい、
それが私たちTSUBASAの願いです。

そのためにはどうしたらいいのでしょうか？

世の中にはたくさんの飼育書が出回っています。インター
ネットを検索すれば必要な「答え」が出てきます。まだまだ
少ないですが、鳥専門の動物病院も増えてきました。以
前に比べれば格段に良くなったと思われます。

でも、それだけでいいのでしょうか？
日本の飼い鳥事情を俯瞰してみると、想像を絶する悲惨
な鳥たちがたくさんいるのが現状です。

何日（何ヶ月？）もケージを掃除しないペットショップや飼い主

平気で炎天下の真夏に鳥を置き去りする飼い主（業者？）
酷い環境で繁殖を強いるブリーダーなど、目を覆うような
状況の鳥達が意外にも身近にたくさんいます。

私たちはそんな鳥たちをレスキューし、ケアし、そして新
たな里親さんを探してきました。でもそれはほんの一部で
しかありません。

一羽でも多くの鳥が幸せになるために、
私たちにできることは何でしょうか？

川に例えると、私たちの活動は川の下流に流されてきた
鳥を救い上げているだけかもしれません。
しかし、いくら救い上げても、また次から次に川の上流か
ら鳥が流されてくるからです。このままではいつまでたっ
ても流されてくる鳥は減りません。
なぜなら上流から鳥を流してる「者（組織）」がいる限り、
永久に続くからです。
私たちは川の上流で鳥を流している「者（組織）」に、鳥
たちを流すのを止めさせなければなりません。
ところがその「者（組織）」はとてつもなく大きな存在であ
り、強い力を持っています。
TSUBASAは小さな組織です。
川の上流に存在する大きくて強い「者（組織）」に立ち向
かうことは無謀であり、到底無理でした。

しかし、TSUBASAは昨年「認定」を取りました。また今
年３月、埼玉県の「指定」も得ました。
日本全国にNPO法人は約５０，０００あると言われていま
すが「認定」と「指定」を持った法人は１％以下しかあり
ません。
別の言い方をすると、TSUBASAはNPO法人の中では
特別な存在になったのです。
つまり、ある意味で「力」を得たのかもしれません。
でも、これだけでも立ち向かうことは無理です。
TSUBASAが得た「力」にもうひとつの「力」が得られれ
ば、川の上流に上っていき、鳥を投げ捨てることを止めさ
せることができるかもしれません。

その「力」とは？？

1

「バードライフアドバイザー」
 認定講座 開催のご案内
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そう、愛鳥家の皆さまの「力」です。私たち愛
鳥家が新たにスタートした「バードライフアド
バイザー」という武器を身につけることで、鳥
業界を大きく変えることができるのです。

「バードライフアドバイザー」が武器？

物騒な話で恐縮ですが、まずは「バードライフアドバイ
ザー」っていったいどんなものでしょうか？
「バードライフアドバイザー」はCAP！とTSUBASAが一
緒の頃から約１０年かけて準備をしてきました。バードラ
イフアドバイザーは鳥（フィンチ、インコ、オウム）に限定し
た認定講座です。
１０年もかかりましたがコンセプトが固まり、「バードライフ
アドバイザー認定講座」が今年から始まりました。

そのコンセプトは次の通りです。

３級：鳥と私が幸せになる
２級：鳥と私と貴方が幸せになる
１級：鳥と私と貴方と社会が幸せになる

３級ではまず、ご自分の愛鳥さんの健康を守り、人も鳥も
「鳥と私が幸せになる」ことがテーマです。
このテーマが達しましたら、次は一緒に川の上流に向か
いましょう。川を登るためには２級が必要です。２級は身
近な友人や知り合いが悩んでいたら、一緒に解決し、
「鳥と私と貴方が幸せになる」ことです。
まだまだ始まったばかりの認定資格ですが、２級をとると
就活に有利、鳥の仕事（ショップ、トリミング、トレーナーな
ど）ができるようにしていきたいと思います。

そして１級。これは強い「想い」と崇高な「志」が必要で
す。TSUBASAが目指している「人、鳥、社会の幸せの
ために」を実現するためには、川の上流で鳥を流し続け
る「者（組織）」に立ち向かわなければなりません。
１級を目指す人は少ないかもしれませんが、一人でも多く
の仲間がいれば、一羽でも多くの鳥たちの尊い命を救
い、幸せにすることができると信じています。

「バードライフアドバイザー認定講座」は始まったばかり
なので今は３級だけですが、順次２級、１級の講座も開
講していく予定です。

「人、鳥、社会の幸せのために」多くの方が
受講されることを心からお願い申し上げます。

世界平和
環境問題
動物保護

TSUBASA

3級

2級

1級

鳥と私が幸せになる

鳥と私と貴方が幸せになる

鳥と私と貴方と社会が幸せになる

バードライフアドバイザー 各級の位置づけ



対象：コザクラインコ×１羽（オス、年齢約２歳）
ワカケホンセイインコ×２羽（両方オス、年齢約２歳）

同居：犬５頭（内２頭レスキュー済み）
ウサギ１羽（すでにレスキュー済み）

病気のために生活保護を受けている、都内で一人暮らしの高齢
男性が、２月２７日午前９時に、住んでいるアパートを強制退去さ
せられることに。
男性は市役所、民生員、NPO法人の計らいで施設へ引っ越し。
強制退去の前日、３頭の犬は犬の保護団体がレスキュー。インコ
３羽は、TSUBASAにレスキュー依頼がきました。

12:00
犬の保護団体から電話にて依頼あり。
TSUBASA内で協議し、当日中にレスキューを実行。
15:00
現地到着
15:30
犬の保護団体到着。
飼主からヒアリング
後、TSUBASAへ
17:30
TSUBASA到着→検
疫室へ。食餌、水交換。
３羽とも空腹だったよ
うですぐ食べ始めた。
感想：飼主はとても動
物好きである。
飼っていた動物たちは
すべて飼えなくなった
友人（？）から貰い受け
ていた。
犬もインコたちも大人
しく、可愛がっていたようすが見受けられた。
しかし、病気で手足が不自由なため犬の散歩ができず、
鳥カゴの掃除もほとんどできていない状況であった（過
去最低の汚れ具合）。
強制退去というタイミングであったが、すでに生活自体
は破綻していた思われる。
以上がレスキューの概要です。

前回のキビタイボウシインコのレスキュー（回覧板１７号参照、名
前はオデカケちゃんに決まりました）に引き続き、今年に入って２
回目のレスキュー・・・。
このようなことが日本中で起こっているのでしょうか？
皆さまの周りにも、何か情報がございましたら、お知らせいただ
けますと幸いです。また、すべての情報は伝わらなければ意味
がありません。Twitterやブログへの転載等、情報の拡散にも
ご協力ください。
レスキューのその後
前回と今回のレスキューの報告後に、多くの皆様からご支援を
いただきました。
お陰様で、本来引き取りの際に発生する費用を上回る金額まで
達しました。
TSUBASAの経済状況はあまり良いとは言えませんので、大変
ありがたいことです。
この場をお借りして、心より御礼申し上げます。
レスキューした３羽とオデカケ
ちゃんは、無事に検疫も終了し
ました。
現在（２０１５年５月）は元気に暮
らしており、里親を募集する準
備を進めています。
この子たちの新しい里親さん
を探すため、尽力していく所存
です。

緊急のレスキューがありましたのでご報告致します。
個人情報のため詳細が書けないことをご了承ください。

3羽のインコ（　　   ）
緊急レスキュー

コザクラ
ワカケホンセイ

オデカケ＠キビタイボウシインコ

くぅ＠ワカケホンセイインコ▲

▲ちぃ＠ワカケホンセイインコ

◀こてつ＠コザクラインコ



Point 1 サイズ
１羽で飼う場合も、できるだけ大きなケージを用意してあげてく
ださい。サイズはインコが翼を広げてもケージ内の物にぶつか
らず上下２本の止まり木を飛んで移動できる広さが必要だと感
じます。最低でも、インコの体（頭から尾羽の先まで）の2倍以上
の大きさの物を選んであげるとよいと思います。
 

Point 2 掃除のしやすさ
ケージの掃除は毎日するものなので、これは重要です。
ほとんどのケージは引き出し式のものですが、他に底を取り外
して掃除をするタイプがあります。どちらが掃除がしやすいか
は人によりますが、人気があるのは引き出しタイプのようです。

Point 3 扉の大きさ
扉が小さいとインコは出にくいですし、ケージ内におもちゃな
ど設置する時もやりにくいです。

Point 4 横網か縦網か
縦網のものがほとんどですが、縦網のものは足が滑ってしま
い、ケージをよじ登りにくいので横網のほうが鳥さんにとって
は良いのかもしれません。

Point 5 糞切り網
衛生的である（多尿気味の場合に羽の汚れを防ぐ／便を踏んだ
りしない）、発情抑制にも繋がる（新聞紙の中に潜り込む、巣材に
するなどの防止）、という点を考慮すると使用をお勧めします。

Point 6 ステンレスなど無塗装のもの
ケージの材質は金属製のものが安心。ただし、鉄製の錆びる物
はNG。ステンレス製やアルミ製で塗装されていないものが良
いでしょう。
白色などの塗装があると、見た目はキレイなのですがインコが
かじって塗料を剥がしてしまいます。塗料を口にすることはイ
ンコにとって危険なので避けましょう。
また、ユニークな形は狭くなり、インコがぶつかる可能性があ
るのでお勧めしません。

TSUBASAのケージ大型は・・・
ハチコウ：ステンレスケージ

●ステンレス
●扉が大きく開く
●引き出しのサイズ
はちょうど、新聞紙
１ページの大きさ

TSUBASAのケージ
小型は・・・
HOEI：シンプルな箱型

●ステンレス
●広々
●掃除がしやすい

ケージは鳥さんが１日のほとんどの時間を過ごす場所です。
人が自分の部屋を探す時のように、慎重に選んであげることが
大切だと思います。ご参考になれば幸いです。

鳥の種類に合わせ、また、どのようなポイントに

気をつけてケージを選んだらよいのか

悩まれる方も多いようです。

鳥さんが１日のほとんどの時間を過ごすケージ。

人が自分の部屋を探す時のように

慎重に選んであげる事が大切だと思います。

鳥さん種類別
ケージ選びの
ポイント。

＊インコの種類によっても異なり、コンゴウインコの仲間等、尾羽が１メートル以上
になるものはもっと大きなケージが必要となります。選ぶポイントとしては、尾羽が
底に付かないようにする、天井が開くものを選ぶとよいです。
高さを優先させる物と、底面積を優先させる物などインコの種類によって違うの
で、習性や行動を調べることをお勧めします。

[参考資料] ・池田書店：インコ　長く、楽しく飼うための本　監修/松本壯志
・誠文堂新光社：Companion Bird No.20/No.21
・CAP！ 千葉店
・HOEI：鳥用のケージ・製品/製品案内

[協 力 者]  ボランティア：I様、Y様、M様、N様、A様、M.A様
獣医師：羽多野優芳先生

種類 底面 高さ

フィンチ類

セキセイインコ（小型）

ラブバード

オカメインコ（中型）

モモイロインコ（大型）

コンゴウインコ（大型）

360ⅿⅿ×340ⅿⅿ

365ⅿⅿ×290ⅿⅿ

370ⅿⅿ×415ⅿⅿ

465ⅿⅿ×465ⅿⅿ

465ⅿⅿ×465ⅿⅿ

465ⅿⅿ×465ⅿⅿ

430ⅿⅿ以上

390ⅿⅿ以上

440ⅿⅿ以上

565ⅿⅿ以上

600ｍｍ以上

1,200ｍｍ以上

★オススメポイント★

★オススメポイント★
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TSUBASAにいたときよりも声が小さくなった気がします。

止まり木から落ちたときなど、びっくりしたときの声。

声のボリュームは防音をしなければ、成人男性が思いっきりく
しゃみをしたときの音程度だとおもいます。何も対策をとってい
なければ、窓を閉めていても両
隣と上下の部屋には聞こえてい
るとおもいます。
対策をしているので、いまのと
ころ部屋の外に音は漏れていな
いと思います。唯一心配なのは
壁伝いによる音漏れですが、確
認する手だてがないので、夜は
早めに寝かせるなど、静かにす
るように気をつけています。

築30年の古いマンション。鉄筋コンクリート造りです。

部屋の中に防音室を造りました。壁、天井、床には防音・遮音材
が入っています。
またガラス窓には防音ガラスを使用しています。

本人が逆さ吊りになっているなど危険な状況ではない限り、呼
び鳴きを覚えないように無視するようにしています。
防音室の外で大きな声を出し続けた場合は、ケージの中に戻し
ています。

【ルリコンゴウインコ】
アローちゃん（7歳の女の子）の場合

お客さまの電話相談で、鳴き声で悩んでいる場合一番困っているのは、
【近隣苦情】です。飼い主さまは我慢できるのですが、外に響いてしまい
苦情が来て、困っているご家庭が多いです。近隣の方の理解と、建物の
構造という2つがキーワードになるようですがなかなか難しいですよね。
実際にどの程度の音量かというと、アローちゃんと同じコンゴウインコ類
の本気の絶叫は防音をしなければ、騒音レベルで94dbという数字をス
タッフが騒音計で計測したことがあります。もちろん、個体によってもっと
大きい声が出る場合もありますし、逆に小さい場合もあるでしょう。
皆さまも、日常の中やTSUBASAの中で騒音計をお試しになると大型鳥
さんを飼う前の参考になるかもしれませんね！
最近は、スマホのアプリでもいい騒音計がありますのでお勧めです♪
ぜひぜひ、試してみてください。

～鳴き声の話　スタッフ体験談～
飛行機のエンジンの直近

ロックコンサート
自動車の警笛（前方２ｍ）
リベット打ち／杭打ち

電車通行時のガード下

ピアノ、ステレオ
騒々しい工場内
大声の独唱／怒鳴る声

地下鉄電車内／バス車内
交通量の多い道路
電話が聞こえないレベル

騒々しい街頭
電話のベル音
騒々しい事務所内

静かな街頭
静かな乗用車内
普通の会話の音声

や
か
ま
し
い

非
常
に
や
か
ま
し
い

分類 目安騒音の大
きさ(dB)

120

110

100

90

80

70

60

防音室とその住民。手前はコザクラさん



元旦に、TSUBASAスタッフと当日参加いただいたボランティアさんとで恒例となっている

施設近くの神社へ初詣に出かけよう！ を今回も実行しました。ボランティアさんにふと聞かれた素朴な疑問

『動物関係のお仕事をされている方々がお参りする神社ってあるのですか？』

……？？ そこで、日本全国の鳥にゆかりのある神社を調べてみました。

6

神社信仰は中世において、神社中心の信仰が形成される中
で多種多様な祈願を受け入れるメジャーな神が、それぞれの
職業集団によって崇拝されました。しかし初詣の時に動物関
係の人間が、ここに必ず行く！という共通の神社は、ないかと
思います。

しかし動物にも霊魂があり、人と同じく怒り恨む場合があっ
て、供養によって慰められ和らぐ。という信仰から、古くは縄
文時代からペット供養は行われていたようです。
人だけでなく、動物にも救いの手を差し伸べて下さる仏様が
馬頭観音様と聞いています。
TSUBASAでも、残念ながら治療のかいもなく亡くなってし
まう事があり、私たちスタッフは朝出勤すると仕事を始める
前に、命と向き合う仕事であるという気持ちを確認する意味
も込めて、亡くなった鳥たちにお線香をあげ、動物に最も縁
の深い仏様と御札にも手を合わせています。

では、神社と鳥はどうなのか・・・色々と調べると、鳥を祀って
いる、または神使している神社は、全国各地にある事が分か
りました。たとえば…

雉（キジ）：雉は日本の国鳥でもあり、雌雉の母性愛の強さか
ら家庭愛や平和の象徴とされています。大谷場氷川神社（埼
玉）、雉子神社（東京）、高田神社（岐阜） 他

鶴（ツル）：伊和神社（兵
庫）、物部神社（島根）

朱雀（スザク・不死
鳥）：明日香村キトラ古墳
（奈良）

鳳凰（ホウオウ）：
専修寺京都別院（一光
三尊仏）

鳩（ハト）：八幡宮／三宅八幡宮（京都）
鳶（トンビ）：愛宕神社本社内大豊神社・三宅八幡宮（京都）
鷲（ワシ）：「おとりさま」、酉の市で有名。大鳥神社（東京）、鷲
神社（東京）、大鷲神社（横浜）、金刀比羅神社（横浜）、白鳥神
社（神奈川） 他

梟（フクロウ）：天日鷲命（アメノヒワシノミコト）といわれる鳥
の神様です。古い時代より梟が大神様御使い・幸福を呼ぶ神

鳥として崇敬されていま
す。境内には多くの梟（不
苦労）像があり、運気上
昇・金運の福徳・パワース
ポットとして全国より多く
の方々が来山されます。
鷲子山上神社（栃木）、秩
父神社（埼玉） 他

鴛（オシドリ）：真言宗鴨鴛寺「正覚院」（千葉）
雷鳥（ライチョウ）：南浦和御嶽神社（埼玉）
鷹（タカ）：隼鷹神社（福岡）
鷺（サギ）：白鷺神社（栃木）
鶏（ニワトリ）：諸説ありますが、神社の神前（ご神殿）には鶏の止
り木を用意したことが由来して「鳥居」と名付けたとも言われてい
ます。伊勢神宮（三重）、ニワタリ神社（北関東と東北に複数） 他

烏（カラス）：伝説上の巨鳥八咫烏（ヤタガラス）、
サッカー日本代表チームの旗やユニホームに使
用されています。熊野大社（和歌山）、諏訪大社
（長野）、日吉大社（滋賀）、八咫烏神社（奈良）他

鷽（ウソ）：日本海沿岸に生息するスズメ科の鳥の名前で、幸
運を招くと言われているそうです。毎年、新しい鷽鳥に替え
ると今までの悪い事が（うそ）になって、一年の吉兆を招き開
運、出世、幸運を得られると信仰されてきました。天神社、天
満宮、千葉神社（千葉） 他。亀戸天神（東京）では毎年１月24
日、25日「うそ替え神事」が行われます。　

干支【酉】にまつわる神社
志国男（しこお）神：大国主神の別名で「強い男」という意味。
不動明王：悪い迷いを断ち、災厄から守ってくれます。下賀茂
神社（京都）、教王護国寺（京都）、唐招提寺（奈良）、瀧谷不動
明王寺（大阪）、南院と明王院、金剛峯寺（和歌山）、大酉神社
（東京）、滝泉寺（東京）、成田山新勝寺（千葉）
＊茨城県石岡市常陸国総社宮では漫画
「火の鳥」の絵馬とお守りが入手できる
ようですよ！

よろしければ、鳥にまつわる神社
に、ぜひ出かけてみてください。

[参考資料]・秋田書店：歴史と旅「もっと知りたい神と仏の信仰事典」・ブリタニカ国際大百科事典：神使・
JFA公益財団法人日本サッカー協会：日本代表エンブレム画像・常陸國聰社宮：火の鳥絵馬・御守り画像・
秩父神社：境内・御守り画像/提供者Y様

鳥にゆかりの神社あれこれ

秩父神社

秩父神社
「智恵梟守」

秩父神社　彫刻「北辰のふくろう」



TSUBASAの活動に賛同してくださる会員さまを募集しています。
飼えなくなった鳥たちの保護、お世話には莫大な費用がかかります。中には、治療が
必要な鳥たちもいます。当会の活動は、皆さまの寄付金・会費で支えられています。
皆さまの様々なカタチでのご支援を、よろしくお願いいたします。
詳しくは、TSUBASA公式ホームページをご覧いただくか
直接お電話にてお問い合わせください。
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会員特典
★各種イベントの割引
★優先予約、各種情報等を
★メルマガで公開等

『鳥たちの食事について考える』
●6月２１日（日） 

夏休み特別版 

ぴぃちゃん工房『親子で作る鳥さん用オモチャ』
●８月１６日(日)

講師：TSUBASA理事　木村幸一郎
●9月20日(日)

講師：TSUBASA副代表理事　塩谷亮
●10月18日（日）

2015年度 新規会員さま募集中！

【発行元】
認定NPO法人 TSUBASA
松本壯志／涌井智美／
望月健人／武井小奈宜
【発行】2015年6月
次回発行は7月予定です。

平日と、休日の該当時間外は、
事前に送迎のご予約をお願いいたします。

定期便運行！土 日 祝
15：0014：0013：00

【営業時間 土日祝】 １F：店舗・バードラン 13：00～17：00／2F：鳥たちを見られる空間 13：00～16：00
【アクセス】埼玉県新座市中野２-２-２２／東武東上線「柳瀬川駅」から徒歩約２５分
【Tel】048-480-6077 【Fax】048-480-6078 【e-mail】tsubasa0615@gmail.com

紙面の情報は発行日現在のも
のです。情報に変更が生じる
場合がございますので何卒ご
了承ください。

愛鳥塾

講座

同鳥会

ラブバード ●7月4日（土）
オカメインコ ●９月１３日(日)
バードランデビュー会 ●10月１1日(日)
ヨウム ●11月8日(日)
自己申告？ 集まれ クリスマスカラー（緑・赤・黄色）の
鳥さん会 ●12月13日(日)

その他

ジャパンバードフェスティバル
出店予定
●10月31日(土)／11月1日(日)

Ｄ・I・N・G・O様「トレーニングセミナー（仮）」
●７月１８日(土)

バードライフアドバイザー３級認定講座
とり村▶７月１９日（日）／仙台▶７月25日（土）／札幌▶９月２１日（祝/月）
大阪▶11月14日（土）／町田▶11月２8日（土）

鳥爺寺子屋 in 町田
●１０月４日（日） ※同鳥会は、バードラン（自

分の鳥を遊ばせるスペー
ス）に決まった種類の鳥だ
けを連れてくる日です。同じ
鳥種同士の人と鳥の交流を
深める目的があります。

インターネットショッピングサイト【Amazon】にて、
TSUBASAが物品として必要な物を公開しています。
支援物資としての援助をいただけますと大変助かります。

検索方法：
Amazon公式HPの右上の【ほしい物リスト】▶
【ほしい物リストを見つける】▶【NPO法人TSUBASA】と
ご入力ください。

食事、掃除、治療など日常で鳥たちが必要としているものの
リストが表示されます。そこからお買い物をしていただけま
すと直接TSUBASAに商品が届きます。

Amazonにて『ウィッシュリスト』始めました。
おそれいりますが、ご注文いただく際はお礼をお伝えさせて
いただきたいので、TSUBASA宛にメールにて物品支援をし
た旨を書いてお送りください。よろしくお願いいたします。

ほしい物リストURL(直接ページに飛べます)：
http://www.amazon.co.jp/gp/
registry/wishlist/?ie=UTF8&cid=
AHU0WL0V99X08

TSUBASAのアドレス：
tsubasa0615@gmail.com

ぜひご参加ください！

2015年の

EVENT
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