




モルモットなどの飼育や動物愛護センターの獣医さん体験などを通じて、 

動物の世話の大変さや、動物を大切にする気持ちを感じてもらいます。 

 ★対象者：市内在住の小学４・５・６年生 

 ★開催日時 

  第１回 平成２８年８月 ２日（火）１３時３０分～１６時００分 

  第２回 平成２８年８月 ４日（木）１３時３０分～１６時００分 

  第３回 平成２８年８月 ９日（火）１３時３０分～１６時００分 

  第４回 平成２８年８月１０日（水）１３時３０分～１６時００分

  ※各回とも同じ内容です。  

 ★開催場所 

  川崎市動物愛護センター（高津区蟹ヶ谷１１９） 

 ★定員 

  各回先着８名 

 ★申し込み 

  各回とも７月２５日(月)８時３０分から電話（０４４－７６６－２２３７）にて先着順 

 張子の動物などの教材を使って、動物と私達人間が同じように生きているということを学び、

動物に対する思いやりを深め、「いのちの大切さ」について考えてもらいます。 

 また、動物愛護センター内の犬舎などを職員が案内し、実際の飼養方法や業務について見学

します。 

 ★対象者 

  原則、川崎市内在住の小学２・３・４年生 

 ★開催日時 

  平成２８年８月１８日（木）１３時３０分～１６時００分 

 ★定員 

  先着２０名 

 ★開催場所、申し込み  

  ７月２５日(月)８時３０分から電話（０４４－７６６－２２３７）にて先着順
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汚れてもよい服装で 

長靴をもってきてね！ 

お仕事をやってみよう！ 

いのちを学ぼう&バックヤードツアー！ 



ペットの災害対策について

地震等の災害に備え、皆さんは日頃からどのような対策をされていますか。 

災害発生時には、人だけでなくペットも危険にさらされます。日頃から防災用品の準備やしつけ、

迷子対策をしっかりと行い、災害に備えましょう。 

■ペットの防災用品の準備 

避難所にはペットのための備蓄食糧は用意されていません。救援物資が遅れることも想定し、以下

を参考に備えておきましょう。 

食餌および水（最低５日、できれば７日分） 

常備薬 

トイレ用品 

キャリーバッグ・ケージ・首輪・鎖や十分な強度のリード 

ペットの写真（飼い主と一緒に写っているもの） 

ビニールシートや段ボール・毛布など避難所であるとよいもの 

なお、川崎市では、「ペットの飼い主のための防災手帳」を、 

各区役所保健福祉センター衛生課窓口、動物愛護センターにて無料で配布しております。 

ペットを含めた防災対策を御家庭で話していただくきっかけにしてください。

慰霊祭のご案内 

動物愛護センターにおいて殺処分、死亡した動物

及び健康安全研究所などにおいて試験・研究のた

めに用いられた動物の慰霊祭を執り行います。 

開催日時 ９月２１日（水）14：00～15：00 

開催場所 川崎市動物愛護センター 

譲渡会のご案内
動物愛護センターでは、収容された犬や猫の新しい 

飼い主になってくださる方を募集するため、 

毎月第３日曜日に譲渡会を定期開催しています。 

動物愛護センターに収容中の犬や猫だけではなく、 

市に登録している動物愛護団体の保護している 

犬や猫の参加も予定しています。 

ぜひお誘いあわせの上、ご来場ください。 

今後の開催予定日 

7月 17日（日）14～16時

８月２１日（日）14～16時

９月２５日（日）

（９月は動物愛護フェア内で開催予定）

動物愛護フェアかわさきのご案内 

今年も動物愛護フェアを開催いたします。 

譲渡会の開催時間につきましては、次号にて 

ご案内いたします。 

開催日時 ９月２５日（日）10：00～15：00 

開催場所 麻生区役所 



国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるため、「動物の愛護及び

管理に関する法律」において、9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。川崎市

では以下のイベントを開催予定です。
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今年の動物愛護フェアは、麻生区役所会場での開催となります。 

動物愛護センターでは、動物愛護フェアの会場で『犬・猫の譲渡会』を 

実施します。そのほか、区役所会場ならではの広い空間を活かして、 

以下のイベントや展示を行いますので、ぜひ御来場ください！ 

動物愛護フェアかわさき 2016 

＠麻生区役所（麻生区万福寺 1-5-1・2）

■犬・猫の譲渡会 

（譲渡会は11～14時です。） 

■わが家のペット写真展 

9/21（水）
14：00～15：00 

9/25（日）
10：00～15：00 

動物慰霊祭

＠川崎市動物愛護センター（高津区蟹ヶ谷 119）

川崎市動物愛護センターにおいて殺処分または死亡した動物及び 

健康安全研究所などにおいて試験・研究のために用いられた動物の 

慰霊祭を執り行います。 

■迷子札作成コーナー 

■ペットの防災コーナー 

■盲導犬・聴導犬デモンストレーション 

■映画上映、その他 



ペットの災害対策について Vol.2

ペットの災害対策について、前回号ではペットの防災用品の準備について掲載しました。 

今回は安全な住環境の確保についてご案内します。 

地震が起きると家具が転倒したり、窓ガラスが破損したりすることが考えられます。 

飼い主とペットのために生存空間の確保を図りましょう。 

■室内でペットを飼っている方 

家具の転倒防止策や、ガラスに飛散防止フィルムを貼るなどしましょう。 

■屋外でペットを飼っている方 

ブロック塀の倒壊やガラス・瓦の落下が防げる場所で飼育しましょう。 

また、驚いて逃げ出したりしないよう、柵の高さなどもう一度見直してみましょう。 

■水槽やカゴでペットを飼っている方 

水槽やカゴの転倒防止対策をし、破損防止のため、水槽にガラス飛散防止フィルムを貼りましょう。 

川崎市では、「ペットの飼い主のための防災手帳」を、 

各区役所保健福祉センター衛生課窓口、動物愛護センターにて無料で配布しております。 

ペットを含めた防災対策を御家庭で話していただくきっかけにしていただければ幸いです。

カミナリ・花火に注意してください！ 
カミナリや花火の音にびっくりして、犬が家から飛び出し、逃げてしまった事例が複数報告されています。 

なかには網戸を突き破ってしまうケースも！！ 

大きな音が鳴る際は窓や扉をしっかり閉めていただくなど、事故防止に努めましょう。 

譲渡会のご案内
動物愛護センターでは、収容された犬や猫の新しい 

飼い主になってくださる方を募集するため、 

毎月第３日曜日に譲渡会を定期開催しています。 

動物愛護センターに収容中の犬や猫だけではなく、 

市に登録している動物愛護団体の保護している 

犬や猫の参加も予定しています。 

ぜひお誘いあわせの上、ご来場ください。 

今後の開催予定日 

９月２５日（日）11～14時

（９月は動物愛護フェア内で開催予定） 

１０月１６日（日）14～16時

１１月２０日（日）14～16時



このたび、川崎市動物愛護センターの公式 Facebook ページを開設しました。 

ページ名は「川崎市動物愛護センター」です。 

ホームページURL：https://www.facebook.com/川崎市動物愛護センター-1735717170027363/

川崎市動物愛護センターが実施する、動物の譲渡事業や適正飼養啓発事業、動物愛護普及啓発

事業などの情報提供を効果的に行うことを目的に開設いたしました。運営にあたり、原則、フ

ォローや返信は行いませんが、「いいね」やシェアは大歓迎です！！ 

川崎市動物愛護センターFacebook アカウント運用ポリシー： 

http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000080444.html
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動物愛護センターの 

マスコットたちが目印です★ 

Facebook ページ 

QRコード



ペットの災害対策について Vol.３

ペットの災害対策について、前回号では安全な住環境の確保について掲載しました。 

今回は日常のしつけとマナーについてご案内します。 

犬や猫を収容施設に預ける場合、適切な取扱いを受けるためには日常のしつけが大切になります。 

1. 非常時には、クレート（ケージ）でペットを飼養することが考えられます。 

普段からクレートになれさせるようにしましょう。 

2. 避難場所は日常の環境と異なるため、おびえて鳴いたり、暴れたりすることが 

考えられます。犬の場合は、普段から社会的トレーニングを心がけ、無駄吠え 

などをしないようにしつけましょう。 

3. ペットに所有明示をすることは必須条件です。犬の鑑札や迷子札をつけたり、マイクロチップを 

挿入するなどして所有者明示をしましょう。 

4. 放し飼いや糞尿の不始末は、周囲に大きな迷惑をかけます。普段からルールを守って地域の人に愛される

ように飼いましょう。 

川崎市では、「ペットの飼い主のための防災手帳」を、 

各区役所保健福祉センター衛生課窓口、動物愛護センターにて無料で配布しております。 

ペットを含めた防災対策を御家庭で話していただくきっかけにしていただければ幸いです。

動物愛護フェアかわさき２０１６のご報告 
９月２５日に麻生区役所で行われました動物愛護フェアかわさき２０１６での譲渡会は、約６５０名の

方々にご来場いただきました。ご来場いただきました皆様、どうもありがとうございました。 

また、動物愛護センターからは猫４頭の譲渡が決まりましたので、併せてご報告させていただきます。

譲渡会のご案内
動物愛護センターでは、収容された犬や猫の新しい 

飼い主になってくださる方を募集するため、 

毎月第３日曜日に譲渡会を定期開催しています。 

動物愛護センターに収容中の犬や猫だけではなく、 

市に登録している動物愛護団体の保護している 

犬や猫の参加も予定しています。 

ぜひお誘いあわせの上、ご来場ください。 

今後の開催予定日 

１１月２０日（日）14～16時

１２月１８日（日）14～16時

H２９年１月１５日（日）

           14～16時



デモンストレーション犬によるしつけ場面を交えながら、犬のしつけの基本や、犬との暮らし方、 

コミュニケーションの大切さについて話をする講座です。 

犬と楽しく暮らすために、皆さまのご参加をお待ちしています。 

講師：廣田 知子 先生（かわさき犬・猫愛護ボランティア、家庭犬しつけインストラクター） 

【お申し込み・お問い合わせ】 

事前にお電話でのお申し込みをお願いいたします。 

川崎市動物愛護センター    電話：044-766-2237 
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■第１回 

H２９年１月１１日（水） 
午後２時～４時 

場所：幸区役所 第１・２会議室 
（幸区戸手本町１－１１－１） 

■第２回 

H２９年１月２０日（金） 
午後２時～４時 

場所：麻生区役所 保健ホール 
（麻生区万福寺１－５－１） 

※各回とも同じ内容となっています。ご注意ください。 

※飼い犬を連れての参加はできません。 



ペットの災害対策について Vol.４

ペットの災害対策について、前回号では日常のしつけとマナーについて掲載しました。 

今回は災害時の飼養場所の確保についてです。 

災害時に避難をしなければならなくなったら、人にとってもペットに避難所生活は 

過酷なものです。また、避難所でペットを飼うことができない場合もあります。 

事前にペットを一時的に預かってもらえる親戚や友人を探すとよいでしょう。 

川崎市では、「ペットの飼い主のための防災手帳」を、 

各区役所保健福祉センター衛生課窓口、動物愛護センターにて無料で配布しております。 

ペットを含めた防災対策を御家庭で話していただくきっかけにしていただければ幸いです。

かわさき犬・猫愛護ボランティア研修会が開催されます。 
『アメリカから学ぶ～日本の動物福祉の未来～』と題し、殺処分ゼロバブルの問題、不妊去勢手術、看取

りや介護、多頭飼育崩壊等、アメリカでの事例も含めて、さらに掘り下げて講演いただきます。ぜひご参

加ください。 

■講師：西山ゆう子先生（獣医師、シェルターコンサルタント、保護動物アドバイザー） 

■日時：平成２９年1月22日（日） 受付 13：00 講演 13：30 16：15 

■会場：川崎市中原区役所 501会議室 （川崎市中原区小杉町3-245） 

■参加費：無料 どなたでもご参加いだけます。 

■定員：先着90名 事前受付 早目の申込みをお願いします。 

■申し込み・問合せ先： 

氏名、連絡先、住所地（川崎市内、川崎市外）を記してメールにて申込みください。 

かわさき犬・猫愛護ボランティアセミナー委員会担当 

森茂樹 smori@theia.ocn.ne.jp  FAX:044-272-6041（FAXでも受付けます） 

譲渡会のご案内
動物愛護センターでは、収容された犬や猫の新しい 

飼い主になってくださる方を募集するため、 

毎月第３日曜日に譲渡会を定期開催しています。 

動物愛護センターに収容中の犬や猫だけではなく、 

市に登録している動物愛護団体の保護している 

犬や猫の参加も予定しています。 

ぜひお誘いあわせの上、ご来場ください。 

今後の開催予定日 

H２９年１月１５日（日）14～16時

H２９年２月１９日（日）14～16時

H２９年３月１９日（日）14～16時



2月１１日（土）、川崎市麻生区の田園調布学園大学で開催された『ミニたまゆり』に参加しました。 

『ミニたまゆり』とは、子どもたちが労働体験を通じて社会の仕組みを学ぶ教育活動です。動物愛護セン

ターのブースでも多くの子どもたちが動物について勉強したり、職業体験に参加しました。 

☆犬が幸せに暮らすために必要なものを考えよう（低学年向け）
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☆迷子の犬の飼い主を探そう（高学年向け）

お友達と相談したり、 

飼育に必要な道具を実際に見

て、犬が幸せに暮らすために

必要な物の絵を描きました。 

迷子の犬（ぬいぐるみ）を 

実際に保護し、情報を整理し

ました。 

飼い主への指導内容・再発防

止策も考えました。 



ペットの災害対策について Vol.５

ペットの災害対策について、前回号では災害時の飼養場所の確保について掲載しました。 

連載最終回は病気への備えについてです。 

お薬：常備薬等がある場合は、人間の防災グッズと一緒に数日分以上を用意しておくと 

よいでしょう。処方箋と一緒に防水袋に入れると安心です。 

既往歴：かかりつけの動物病院が被災し、診療を受けられなくなることも考えられます。 

    既往歴や健康状態、飼い主の連絡先などを記録したものを準備しましょう。 

    川崎市で配布している防災手帳で代用することもできます。 

ワクチン：感染症の流行に備え、かかりつけの動物病院と相談しながら 

必要な種類のワクチンを接種しましょう。 

川崎市では、「ペットの飼い主のための防災手帳」を、 

各区役所保健福祉センター衛生課窓口、動物愛護センターにて無料で配布しております。 

ペットを含めた防災対策を御家庭で話していただくきっかけにしていただければ幸いです。

アゼリア広報コーナーに出展します！ 
H２９年４月１３日（金）～２７日（木）、川崎駅アゼリアの「市役所通り」出口の広報コーナー

にて「川崎市動物愛護センター」のコーナーを設置します。ぜひお立ち寄りください。 

出展内容（予定） 

譲渡会のご案内 

2016年度に譲渡した動物たちのご紹介 

新センターのご紹介 

鑑札ならびに狂犬病予防注射済票の装着について 

防災手帳のご紹介         ※出展内容は変更になる場合がございます。なにとぞご了承ください。

譲渡会のご案内
動物愛護センターでは、収容された犬や猫の新しい 

飼い主になってくださる方を募集するため、 

毎月第３日曜日に譲渡会を定期開催しています。 

動物愛護センターに収容中の犬や猫だけではなく、 

市に登録している動物愛護団体の保護している 

犬や猫の参加も予定しています。 

ぜひお誘いあわせの上、ご来場ください。 

今後の開催予定日 

H２９年３月１９日（日）14～16時

H２９年４月１６日（日）14～16時

H２９年５月２１日（日）14～16時


