
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）

金銭的な支援で
鳥達を支えて
いただく制度
シンタロウを含む
高齢鳥（グループS）
のサポートをしてく
ださるスポンサーさ
んを募集しています。
詳しくは、TSUBASAの公
式HPをご覧いただくか、お
問い合わせください。

【シンタロウ】
＠キエリボウシインコ

飼い主のご病気で飼育が
困難となり、TSUBASA
へやって来ました。
現在約30歳です。
NHKの番組で引
き取りの様子が紹
介され、飼い主と
お別れの際に「ど
こ行くの？」と尋ね
る姿に涙された方
も多かったのでは
ないでしょうか？
無事に検疫期間も終了

し、環境に慣れるまでに少
し時間はかかりましたが、元

気に過ごしています。

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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遅ればせながら新年のご挨拶を申し上げます。昨年も会
員の皆様にはたいへんお世話になりました。

おかげさまで昨年暮れ（１２月１９日）に、念願の「認定」
NPO法人になることができました。
ご参考までに全国のNPO法人と認定NPO法人の数です
が、NPO法人数４９,６９１法人に対し、認定·仮認定NPO
法人は５５３法人です。そのうち認定NPO法人数まだま
だ少なくて３９８法人しかありません。（2014.11.30日現
在／内閣府NPOホームページより）
このように１％にも満たない認定NPO法人になれたこと
は、皆さまの献身的な支援がなければ達成できなかった
ことです。ほんとうにありがとうございました。

とは言っても「認定ＮＰＯ法人」と「ＮＰＯ法人」はいっ
たいどう違うのでしょうか？
「認定ＮＰＯ法人」とは、“ＮＰＯ法人のうち「一定の要
件を見たしている」と国税庁長官が認めた法人のこと”を
いいます。内閣府や都道府県に「認証」されたＮＰＯ法人
が、国税庁に「要件を満たしている」ことを【認定】され
る事によって認定ＮＰＯ法人になります。

認定NPO法人になると、NPO法人にはない４つの“「税
制優遇」”が適用されます。しかもこの制度のすばらしい
ところは、「認定を受けた法人」つまり自分たちに対する
優遇（みなし寄附金制度）だけでなく、“「寄付をしてくだ
さった方」に対しても大きな優遇がある”点です。
 認定NPOへの寄付は、
「寄付していただいた個人の皆様」に対しても（寄附金
税制）、
「寄付していただいた企業·法人」にも（損金算入限度額
の拡大）、
「相続財産を寄付していただいた相続人」にも（寄付額
分の非課税）というメリットがあるのです。

まず個人の方が寄付した場合についてご説明します。
1.個人が認定NPO法人に寄付をした場合→「寄付金控
除」を受けられます。個人が認定NPO法人へ寄付をした
場合「寄付金控除」制度が適用され、確定申告をするこ
とで、税金の還付を受けることができます。 

※2011年6月の税制改正で、「寄付金控除」は「所得控除
方式」「税額控除方式」を選べるようになりました。
寄付金控除は次の算式で計算します。（税額控除方式の場合）
●所得税に対する控除（寄付金額－2,000円）×40％=　
が減税に（※所得税額の25％が限度）
●住民税に対する控除
都道府県·市区町村が指定した認定NPO法人への寄付に
対し（寄付金額－2,000円）×10％=が減税に。
住民税の納税先自治体に条例が定められていれば、最大
で、寄付した金額の50％近くが減税となります。
そうでない場合でも、寄付した金額の４０％近くが所得税の
税額控除の対象となります。（詳しくは税務署へお問合せい
ただくか、国税庁のホームページをご覧ください）

なお、確定申告にはＴＳＵＢＡＳＡの発行する領収書（寄
附金受領証明書：寄附者の住所·氏名等の記載が必要）
が必要になるため、ご注意ください。

ご参考までに残り３つの「税制優遇」を簡単にご案内します。
２.法人が認定NPO法人に寄付をした場合→損金に算入
できる金額が拡大されます。
３.相続人が認定NPO法人に相続財産を寄付した場合→
寄付をした相続財産は相続税が非課税になります。
４.認定NPO法人自身が法人税法上の収益事業を行った
場合→「みなし寄付金制度」に
よる減税措置を利用
できます。
（参照「認定とろう！
NET」http://www.
nintei-torou.net）

「人、鳥、社会の幸せのために」
皆様のご無理のない
範囲で、ご協力を
頂ければ嬉しいです。

今年もどうぞ
よろしくお願い申し上げます。

代表理事　松本壯志
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TSUBASAは
念願の「認定」NPO法人になりました。
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「仕事で訪れたアパートに、飼い主が亡くなったオウムが
いるのですが…。」
2015年1月20日、TSUBASAに一本の連絡が入りまし
た。以下はその詳細です。

14:00
たまたま仕事の依頼で訪れた水道業者からのご連絡。
・仕事で訪れたアパートにオウムがいる
・飼い主様は２～３週間前に亡くなり、その間誰も世話を
せず、大家（８０代）も鳥が死ぬのを待っている状態。
・おそらく餌をもらえていないので、ずっと騒いでいる。

かわいそうで見ていられない、どうにかできないかとの
ことでした。
大家に言っても世話はしないだろうということで、水道業
者の方にその場にあるヒマワリの種を補充してもらい、
待機していただきました。
その間に画像を送っていただき、種類はキビタイボウシ
インコと判明。
TSUBASA代表松本と相談の後、すぐに引き取ることに
決定。

15:00
松本が他の鳥の通院
から戻ってきた後、
引き取りに向かう。

16:30
大家と水道業者の方
にも立ち会ってもら
い、引き取り。
そこで、大家に飼い
主さまの詳細を聞く。
・元の飼い主様は８３
歳の女性で病院で亡くなった。
・妹がいるが、大家には処分してくれと所有権を放棄。
・キビタイボウシインコの性別、年齢、名前は不明。

18:00
とり村へ到着、検疫室へ。

今回は水道業者の方からのご連絡のおかげで、この子
の命を助けることができました。
今までの生活や食事、名前すら分からない状況です
が、現在は食欲等なんとか安定しています。
しかし、本来鳥の引き取りには費用（お世話代）が発生
しますが、今回は飼い主さまが亡くなられていたので、
お支払い頂いておりません。
また、事前の健康診断の実施、費用も必要で、検疫期間
の45日間は専属のスタッフがお世話をしなくてはなりま
せん。TSUBASAの経済状況は常時資金不足なのが現
状です。引取り費用をきちんといただく事ができずに
TSUBASAが活動していくことは、お恥ずかしながら困
難でもあります。

寄付のお願い
お世話代や治療代など、費用は莫大です。
ご支援のほどをよろしくお願いいたします。
また、募金をしてくださる場合はおそれいりますが、
お名前とご住所をご一報ください。

ボランティアのお願い
検疫中の鳥のお世話だけでなく、TSUBASAで暮らす
約110羽の鳥たちのお世話も必要です。

拡散のお願い
全ての情報は、伝わらなければ意味がありません。ツイッ
ターやブログへの転載等、情報の拡散にご協力ください。

先日行ったキビタイボウシインコの緊急レスキュー。
そのご報告と、みなさまへのお願いです。

引き取り時の様子
状態は薄暗い部屋の中で、餌は
ヒマワリのみ。しかし羽の状態
も良く比較的元気な様子でした。

※保護したキビタイボウシインコは現在検疫中のため見ることはできません。

ご支援のお願い



職員向けクリッカートレーニング講習会 報告
講師：Ｄ．Ｉ．Ｎ．Ｇ．Ｏ／石綿美香先生、新居和弥先生

行動が良いことだったので、ご褒美（おやつ）が貰えた。自分
で考えて行動を起こし、遊びを作り出す。さらに、「騙された
感」が少ないといった利点があります。
● 正の強化法（ご褒美が出る）なので関係を壊しにくい
● カチッという印象的な音で鳥に伝わりやすい
● 束縛や強制がない
● 離れた場所からでも可能
● 年齢や性別を選ばない

きっかけ 行 動 結 果

勘九郎の挑戦！
【ケージから出てこないパターン編】

目標：勘九郎に外に出ると良い事が起こる！！ と思ってもらう
最終目標：止まり木パーチに乗って体重計に乗る

●タイプによってアプローチ方法を考える
初めて目にした物に対してとる行動として、以下の行動パターン
が考えられるので、勘九郎はどのタイプか、日頃の様子で観察し
探ります。
Ａタイプ ＝ びっくりして逃げて戻って来ない
Ｂタイプ ＝ びっくりして途中まで逃げて暫くして戻って来る
Ｃタイプ ＝ びっくりしていてもさほど逃げずすぐ戻って来る
……▶【勘九郎：タイプB】

●ご褒美として使用するトリーツ（好きなおやつ）を見つける
タイミング良く、テンポ良くするためにも、食べ終わるのを待つ
時間が短いほうがやりやすいので、食べるのにあまり時間がか
からない物が望ましい。
※ダイエットが必要な鳥さんでも、普段食べている食事内容で、
あげるタイミングを工夫して試すこともできます。
……▶【勘九郎：ヒマワリの種（殻付き又は剝き）】

＊TSUBASAは鳥が多いので「今からあなたと一緒にやるよ！」を鳥に伝えてから
　トレーニングに入ります。

●クリッカーを鳴らすタイミング
望ましい行動が出来てから0.6秒以内。同じタイミングで３回鳴
らしてしまうと、そのように覚えてしまうので注意が必要！ 食べ
たい物を食べるという事は、精神的に落ち着くので、最初は慣れ
させるためにもテンポ良く食べている時に鳴らしても良い。

●こんな場合はどうするの？
▶音を怖がる
　タオルに包んだりして、音を小さくする。
▶クリッカーを怖がる
　見えないようにしてやる。見える所にしばらくおいて、少しずつ
　見せるようにする。

▶トリーツを食べない
　タイミングを考える（放鳥が終わった時や、ご飯を交換する時等）。

TSUBASAで暮らす鳥達は、様々な理由により引き取られています。中には
深刻な問題行動を抱えていたりしていることもあります。どうしたら１羽でも多く
人との幸福な生活を取り戻せるようになるか？クリッカートレーニングなら
その手助けをしてくれるのではないかと思い先生方にご指導をお願いしました。

名前を
呼ぶ

トリーツ
（ご褒美）カチッ

これから
はじめるよ！
ケージの扉を
開ける

これで
終わりだよ！
ケージの扉を
閉める
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１羽でも多く、
人との幸福な生活を
取り戻せるように

『クリッカー』という、押すとカチッと音が鳴る道具を使います。
クリッカーは結果である。鳥にとって良い結果をもたらした行
動は繰り返される。という考えに基づいて行われます。

『クリッカー』は、記憶に残りやすい印象的な音なので、シャー
プなタイミングで、伝えたいことがピンポイントで鳥に伝わり
やすい。そして、このトレーニングには、自分の意志で動いた

主に正の強化を利用し、動物に正しい行動を分かりやすく伝える
科学的な理論（行動分析学）をベースとした方法です。クリッカートレーニングとは？

クリッカーの音と、トリーツ（ご褒美）を関連付ける
『チャージング』が基本

クリッカー ＝ トリーツ
（古典的な条件付け）



は日々願いを込めてお世話させていただいています。
その手助けをしてくれるのがクリッカートレーニングだと思い、
取り入れています。
今回学んだ事を活かし、少しでも良いご縁に繋げられればと思
い、トレーニングに挑戦する鳥たちを選抜しました。
勘九郎は年齢も高齢組ですし、見た目も羽がボロボロ、ケージの
中でも動きがあまり無く、寝ている事が多かったです。
ですが、前の飼い主さんのもとではケージの外へ出ていたという
話を聞いていましたし、食いしん坊で食べることに何よりも興味
があり、楽しみにしている姿を見て、トレーニングに向いている
のでは？と思い、トレーニング次第では何か変化があるのではな
いかという期待を込めて練習相手に選びました。
トレーニングを始めてからというもの、大好きなヒマワリの種を貰
えるのが余程嬉しいと見えて、大きな声で『ちょうだい！！』と言うよ
うになりました。トレーニング中も、沢山の人に注目してもらえる
のもかなり好きな様子で、『はははは』と大きな声で楽しそうに大
笑いしたり、イキイキとした姿でトレーニングに励んでいました。
スタッフが何を望んでいるのかを、彼女なりに一所懸命考えてあ
れこれ試しているのもよくわかりました。
そして、目標だったT字パーチに乗って体重計に乗れた時の、ど
や顔で写真に納まった時の事は今でも、昨日のことのようにみな
覚えています。
勘九郎も、一緒に生活を共にした仲間や卒業していった仲間、そ
して愛鳥家の皆さまの幸せを願っていると思います。

今回は、ケージから出て来ない鳥を外に出すトレーニング方法を
ご紹介させて戴きましたが、他にも色々な悩みを抱えている鳥は
多くいます。機会がありましたら、他もご紹介させていただきた
いと思います。皆さまの愛鳥さんとの生活のうえで、何かヒント
になる事があれば幸いです。

ケージ内に止まり木パーチを置いて乗れるようにする

少しでも止まり木を見たらクリック、トリーツを繰り返す
足が少しでもターゲットに向いてもクリック、トリーツを
繰り返し、徐々に近づけていく
できなくても良い。気長に続ける事が大事！
もっと練習をやりたいなという気持ちがＵＰしている所
で今日は終わり！！ も次に繋がる効果あり
隣で鳥の仲間がやっている様子を見学するのも時には
良い刺激になって、あれをやれば良いのだ！と学習して
いる事もある

じつは、トレーニングを共に頑張ってくれた勘九郎はTSUBASA 
の施設にはもういません。高齢という事もあり、治療のかいも無
く残念ながら亡くなりました。
TSUBASAの施設で生活している鳥達は、様々な理由により引
き取られています。ですが、皆、人が大好きです。
１羽でも多く、再び人と共に幸福な生活をしてほしいとスタッフ

4

チャージングに慣れて来たら．．．
目的の行動に徐々に近付けて強化する
勘九郎の場合は．．．

職員向けクリッカートレーニング
講習会 報告

止まり木パーチに乗っている時に手を添えてみる

止まり木パーチに乗ったままケージの外へ出る

止まり木パーチからＴ字棒へ乗り移る練習に変更

止まり木パーチに乗ったまま体重計に乗る

＊スムーズに動作が出来なかったため
  先生に相談して別な方法を試しました



事前にショップである程度鳴き声は確認していましたが、やはり
家で聞くとショップで聞いた時より大きく感じました（ショップで
は他の鳥さんも鳴いていたので感覚が少し麻痺していたのかも
しれません。。。）。
あと鳴く頻度も、ショップの時より多い感じがしました。

自分に注目してほしい時の呼び鳴き、に反応がなくてあきらめき
れない時（だいたいは反応がないとあきらめる）。

木造一戸建の1階リビングの窓際です。

家の中：ほぼ家中響いていると思います。
家の外：一番大きな声かどうかはわかりませんが、2～3軒先ま
では聞こえます。（20m先くらい？）
ただ、飼い主だからわかるのかな？といった程度の大きさです。

防音対策は特にしていません。
ご近所の方にはお会いした時にはうるさくはないかや、ご迷惑に
なっていないか等をなるべくお伺いするようにしています。
（もしご迷惑になっているようなら何らかの対策はする予定）
今のところ幸運にも苦情等はいただいていません。

１．基本的には無視（大体これで少しすると収まります。）
２．鳴き声の中にちょっとしたおしゃべりが混ざるような時は、そ
の時にお返事（そのままおしゃべりにシフトしたりします。）
３．あまりにも興奮している状態がみてとれる場合は喉を鳴らす
ように飲み物を飲んだりもします（ゴクッという音を聞くと我に返
ることが多いので。。。）。
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【コミドリコンゴウインコ】
コミちゃん（5歳の男の子）の場合

愛
鳥
さ
ん
の
鳴
き
声
に
対
し
て
の
対

策
や対
応に
ついて、今回はH様にお話し

を
う
か
が
い
ま
し
た
。



TSUBASAでは、鳥を手放す時に「毛引きだか
ら」という理由を挙げた飼い主はほとんどいま
せん。
毛引きになったのは可哀想な事、とは捉えなが
らも生きていくのに支障がない限りは、それを
理由に手放そうとする方がいないのが日本の
愛鳥家の一般的な考え方です。

ですが 、アメリカでは毛 引きは、F D B 
=Feather destructive behavior とも呼ば
れ（通常Feather picking）、環境が適さない
ことによる病気（問題行動）といった捉え方が
強いようです。
毛引きになっている鳥にとっては、「広いケー
ジ」「鳥の友達」などが必要でありそれらを与え
られない飼い主は、毛引きを治すため、鳥の為
に里子に出すという考え方が見られます。
そのため、レスキュー団体には毛引きの鳥が多
く集まってきます。羽を抜き続ける鳥を見てい
られないから、、、。毛引きの治療をするお金が
ないから、、、。
上記のような理由ももちろんあります。ですが
愛していないから放り出す、といった単純な事
だけではありません。

大切な鳥だからこそ、毛引きを治して幸せに
なってほしいという願いも込められています。
断言できることは、どんなに広い保護施設で
も、毛引きを止めない鳥はいるということで
す。ガブリエル財団でも、毛引きの改善が見ら
れない鳥もいます。
それだけ、毛引きは難しい症状という事かもし
れませんし、野生で毛引きの鳥がいない事を考
えると、誰が飼う・どこで飼うという事よりも、
「飼育している」という事が毛引きの要因と大
きく影響しているのかもしれません。

痛々しい見た目の鳥達もいますが、彼らの多く
が楽しそうに暮らしていたのが、アメリカで印
象的でした。
腹部の羽がなくても、飛ぶことはできます。飛
ぶことはできなくても、オモチャで遊ぶことは
できます。
毛引き=不幸とは言えないのだと思います。
「ストレスの少なさ」「緊張感のなさ」や、親鳥と
早く引き離されたことなど毛引きの要因には、
飼い方だけでは改善できない部分が少なから
ずあります。

羽が生えてくる努力はしてあげたいと思います
が、TSUBASAでもガブリエル財団でも毛引き
の鳥達も他の鳥と分け隔てない暮らしをして
います。

皆さまも、毛引きの鳥達をみたら不幸、可哀想
と決めつけず接していただければと思います。

皆さまは愛鳥さんの毛引きに悩んだことはありますか？
鳥が自分の羽を抜いてしまう毛引き症。
見た目がボロボロになってしまうので愛鳥家の方の中には
胸を痛めておられる方も多いのではないかと思います。
そんな毛引き症ですが、原因は【心的ストレス】【病気】など
様々な側面があり全て同じ原因とは言えません。
その中でも、アメリカにある世界最大級のインコ・オウムのレスキュー団体
「ガブリエル財団」では、精神的ストレスが原因と考えられる
毛引きの鳥が多く集まってきます。
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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。

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

   愛鳥塾

『ペット屋はペットをペットとして見ているのか』
●２月２１日（土） 12：15～13：15
●とり村バードランにて
お申し込みと詳細は下記をご参照ください。
http://tsubasa0615.jimdo.com

   MTB   

2月、3月の里親会
●2月22日（日）13：00～15：00
●3月22日（日）13：00～15：00

●とり村２階にて
※初めてのご参加の方は、13：15からの説明会にご参加ください。

里親会の詳細、参加する鳥の情報について詳しくは下記をご参照ください。
http://tsubasamtb.jimdo.com/

ペレット
ZuPreem Natural

シード類
小型の鳥さん用

一年を通して
欲しいもの

季節のものだと

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1月

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。

2015年の

EVENT
ぜひご参加ください！
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