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29 5月24日 ３月 目撃情報 相模原市中央区横山 雑メイクーン風 白黒 無 腹・前脚：白、顔：ハチワレ、耳カットなし

28 5月24日 5月23日 保護
逗子市新宿

（二丁目付近）
雑種 サバトラ 小 無 首輪の跡あり、老猫？、小柄で痩せている、しっぽ短くカギしっぽ、人懐っこい

27 5月18日 5月15日 目撃情報
藤沢市遠藤

（市民センター付近）
雑種 茶トラ白 中 オス

ピンクのノミとり用首
輪付

口周りと足が白く、若い、尾半分くらいの長さで先が曲がっている、人懐っこい、左ほほに傷あり

26 5月15日 5月13日 目撃情報 平塚市寺田縄 雑種 キジトラ 中 有 しっぽ：長い、お尻に軽いケガ、首輪：水色鈴付き

25 5月12日 5月5日 保護 秦野市元町 雑種 キジトラ オス 無 口の周りが白い、MC無し、去勢手術済み、人なれしている、トイレの砂にこだわりがあるので飼われていた？

24 5月9日 5月8日 保護
秦野市入船

（いりふね公園）
雑種 キジ白 中 オス 無 頭背尾がキジ、他は白、高齢、耳カットなし、去勢済み

23 5月8日 5月3日 保護 厚木市酒井 雑種 白黒 背中が黒ぶち、しっぽ長い

22 5月8日 4月17日 保護 大磯町東町 雑種 キジトラ 中 メス 無 全身トラ柄、年齢１～2歳、尾まっすぐ、顔小さい、人懐っこい

21 5月1日 4月30日 保護 箱根町強羅 雑種 三毛 メス 無 年齢10歳、左耳カット、マイクロチップなし

20 5月1日 4月29日 保護 中井町井ノ口 メインクーン？ 茶 メス 無 長毛、年齢２～3歳、

19 5月1日 5月1日 目撃情報 大和市下和田 雑種 黒 中 青 人懐っこい

18 4月28日 4月27日 保護 大磯町 アメリカンショートヘアー サバトラ メス 無 マイクロチップ入り

17 4月27日 ２月 目撃情報
平塚市万田

（高村団地周辺）
雑種 茶トラ 大 オス 無 全身茶、未去勢

16 4月26日 4月25日 保護
葉山町下山口
（万福寺付近）

雑種 茶トラ白 メス 無 老齢

15 4月25日 4月25日 目撃情報 愛川町中津 雑種 三毛 鈴付き首輪（色不明） ちぎれたリード付いていた

14 4月25日 4月24日 保護 厚木市下荻野 雑種 白黒 オス 黄・ピンク 白黒ブチ、未去勢、毛玉多く汚れている

13 4月24日 4月21日 保護 海老名市柏ヶ谷 雑種 グレー黒 大 オス 無 若そう、キジトラのミックス？しっぽ長い、頭～尾まで５３cm、去勢済み、爪切り跡あり

12 4月24日 4月24日 保護 愛川町中津 雑種 白こげ茶 メス 無 長毛、額から腹にかけて白、耳から背中にかけてこげ茶、細身

10 4月24日 4月21日 目撃情報 愛川町 雑種 白 中
ピンク

（鈴２個付）
長毛、背中：三毛柄、顔：白、人懐っこい

9 4月19日 4月19日 目撃情報
横浜市都筑区北山田

（横浜国際プール付近）
雑種？ 薄茶 大 ピンク 長毛、前足・鼻：白、耳が立っているが小さい、人懐っこい

8 4月18日 4月17日 目撃情報
茅ヶ崎市甘沼
（玉林寺付近）

雑種 白黒 大
赤

（模様あり）
腹・前足：白、顔：ハチワレ、しっぽ：黒で長い、体格：大きいが細身

7 4月17日 4月16日 保護 平塚市めぐみが丘 雑種 白とグレー 中 オス 無 長毛、年齢５～６歳以上、マイクロチップなし

6 4月13日 4月12日 保護 中井町 雑種 白黒ブチ 小 オス 無 足：白多め、尻尾：黒まっすぐ、首輪の跡あり、目が見えない

5 4月13日 4月13日 保護 海老名市 ペルシャ クリーム 長毛、前足怪我

4 4月11日 4月6日 保護
平塚市入野

（金田小学校付近、新
雑種 キジトラ 小 メス 無 尾長くまっすぐ、白部分なし、耳カットなし、やせている

3 4月10日 3月10日 目撃情報 松田町松田惣領 雑種 サビトラ 大 赤 年齢若そう、尾長い

猫　を保護していただいている方(見かけた方)からの情報　 連絡先等の詳細は動物愛護センター0463-58-3411にお問い合わせください
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2 4月10日 4月10日 保護 厚木市長谷 雑種 クリーム オス？ 無

1 4月10日 4月9日 目撃情報 相模原市中央区共和 雑種 キジトラ 中 無 年齢２～3歳、若い

165 3月31日 3月25日 保護 葉山町堀内 雑種 サビ 中 メス 無
茶色多め、鼻筋黒,年齢5～7歳、マイクロチップなし、体重2.6㎏、痩せて
いる、ウサギしっぽ

164 3月28日 3月21日 目撃情報 秦野市平沢 ロシアンブルー 中 しっぽまっすぐ、耳カットなし、やせぎみ、あまり鳴かない

163 3月23日 3月19日 保護 寒川町一之宮 雑種 白黒 中 無

162 3月22日 3月22日 保護 葉山町長柄 雑種 キジトラ 中 メス
赤白

（キティちゃんのマー

161 3月20日 3月13日 目撃情報 茅ヶ崎市中海岸 雑種 サバトラ 大 赤 人慣れしている

160 3月17日 3月16日 保護 海老名市杉久保南 アメリカンショートヘアー グレー 大 無 高齢

159 3月17日 3月16日 保護 鎌倉市梶原 雑種 三毛 メス ピンク 4-158と同一

158 3月17日 3月16日 保護 鎌倉市梶原 雑種 三毛 メス 有

157 3月15日 3月12日 保護 大和市下鶴間 雑種 黒 無 　毛色は真っ黒、年齢5歳、なつっこい、右耳カット、カギしっぽ

156 3月13日 3月13日 目撃情報 厚木市飯山 雑種 黒 中 長毛、年齢2歳くらい

155 3月13日 保護
伊勢原市

（尾折越北公園付近）
雑種？ メス ノルウェージャンとマンチカンのミックスっぽい、推定年齢4歳～7歳

154 3月10日 3月上旬 保護 厚木市緑ケ丘 雑種 白黒 オス 無 人慣れしている

153 3月10日 3月9日 目撃情報 平塚市土屋 雑種 キジトラ オス 尻尾が長い、体重４～5㎏

152 3月9日 3月8日 保護 大磯町西小磯 不明 白 無 長毛、年齢高め

150 3月7日 3月6日 保護
箱根町仙石原

（星の王子さまミュージ
雑種 キジ 中 メス 無 長毛、避妊済み

149 3月6日 2月28日 目撃情報
秦野市戸川

（戸川台バス停付近）
雑種 白地に黒やグレーの模様 オス 無

　白地、鼻の横に茶色の模様、前髪のような模様、背中に黒い模様が
あるがサバ柄になっている。人懐っこい、痩せている

148 3月6日 3月6日 保護 厚木市三田 雑種 黒 オス 無 年齢２～3歳、尾が長い

147 2月27日 2月26日 保護 茅ヶ崎市萩園 雑種 白黒 オス
無

（鈴付き）
老猫、しっぽ長い、去勢済み

146 2月27日 2月24日 保護 綾瀬市上土棚南 雑種 三毛 メス 無
背中黒茶、腹白、顔は上の方が茶黒、口周りは白、年齢３～4か月くら
い

144 2月27日 2月23日 目撃情報 藤沢市湘南台1丁目 雑種 白 赤

143 2月24日 2月22日 保護
相模原市南区北里
（北里大学病院駐車

雑種 茶トラ オス 無 年齢1歳くらい、右耳カット、マイクロチップなし

142 2月16日 2月15日 目撃情報 大和市上和田 雑種 白黒 無 ハチワレ目から下は白、背中にブチ、しっぽ真っ黒

141 2月15日 2月15日 目撃情報
平塚市中里と豊原町の

境目
雑種 キジ白

濃紺の様な緑の様
な色

お腹白

140 2月13日 2月11日 保護
中井町比奈窪
（運動公園）

雑種 三毛 メス 無 後ろ右足の指ない、肉球がない、ＭＣなし

139 2月8日 2月8日 目撃情報 厚木市温水西 ペルシャ クリーム 大 無 長毛、尻尾が長い

猫に名札やマイクロチップをつけていましたか。ついていれば、飼い主に連絡できます。


