
犬や猫など、ペットは生活に癒しを与えてくれる
大切な存在です。ところが、近年は不適切な多頭
飼育やそれに伴う飼育放棄が増加し、社会問題
化しています。

県動物愛護センターでは、行き場のなくなった
数多くの犬や猫を保護しています。これまで、県は
ボランティアのみなさんの力もお借りしながら、懸
命な譲渡活動を展開してきました。その結果、家
族として迎えてくださる方々の温かい想いもあり、
犬と猫の殺処分ゼロを、犬は 9 年、猫は 8 年継続
させています。

しかし、最近は想定を超える頭数をセンターで
保護せざるをえない事態になってきています。そ

の主な原因は多頭飼育の崩壊です。県は、これを
防止するため、市町村等と協力して飼い主を見守
る体制を整えていますが、動物を飼うには愛情と
責任感が求められるということを忘れてはなりま
せん。

飼い主のみなさんは、「動物を飼ったら最期まで
一緒に暮らす」という覚悟を持ってください。そし
て共に「ペットのいのちも輝く神奈川」の実現を目
指してまいりましょう。

（令和4年3月1日現在） 4,263,091 世帯9,219,037 人 4,573,111 人 4,645,926 人 https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/8,708 人減

【上記記事に関する問合せ】 県動物愛護センター ☎0463（58）3411      0463（59）4931

年度、県動物愛護センター
（平塚市）で保護された犬

は194頭（うち107頭譲渡）、猫は
575頭（うち520頭譲渡）です。譲
受にご協力いただき、ありがとう
ございます。現在もなお、さまざま
な保護動物が皆さんとの出会い
を待っています。
保護動物は、当センターのホームページ
やS N Sのほか、自由見学、オンライン
譲渡会でもご覧いただけます。カメなど
の小動物もいます。

昨

オンライン譲渡会に参加し、猫を譲り受けた
盛田さんご家族
もりた

令和 4（2022）年

月号｜No.806

詳しくはこちら

県動物愛護センターの保護
犬・猫を、動画「今週のワンコ・
ニャンコ」で紹介しています。

動物を飼うことは責任があることなので、最期まで大切に飼うという

約束を子どもたちとして飼うことにしました。いっぱい愛を注ぎたい

から、「愛」という名前をつけました。小さくても意思があり、いのち

があることを感じながら、家族の一員として過ごしています。
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【上記記事に関する問合せ】 県観光課 ☎045（285）0739      045（210）8870 【上記記事に関する問合せ】 県農政課 ☎045（210）4407      045（210）8851

んが検診で発見された場合、検診以外での発見よりも5年
後の生存率は大きく上がります。がん検診は不要不急では

なく必要な外出です。コロナ禍でもためらわずに定期検診を。

が
康増進法の改正により、令和2年4月から喫煙・受動喫煙防止対策は、マナー
からルールになりました。望まない受動喫煙で身近な人の健康を害さない

ように、そしてあなた自身の健康を守るために、卒煙にチャレンジしましょう！

健

県立花と緑のふれあいセンター
「花菜ガーデン」ガーデナー
原まどかさん

バラ園では、他の植物園ではあ
まり見かけない貴重な野生種
や、歴史的な品種群のオールド
ローズも展示しています。春のバ
ラ開花のトップは、オールドロー
ズの｢リージャン･ロード･クライ
マー｣。高さ4メートルの木に巻
きついて咲く光景は、まさに春バ
ラのスタートを感じさせる豪華
さです。バラ栽培の参考としても
ぜひご覧ください。

【上記記事に関する問合せ】 県健康増進課 ☎045（210）5025      045（210）8857

コロナ禍でも定期的にがん検診を受けましょう 禁煙治療を行う病院や診療所のほか、 一部薬局でも卒煙方法の相談ができます。卒
煙
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！（プロフィール）

歌手としてデビュー後、乳がんの全摘出手術
を受け回復、活動復帰を果たす。その後「ピン
クリボンふじさわ」を立ち上げ、積極的に啓
発活動などを行っている。

イベント

▶バラ園「薔薇の轍」見どころ解説ガイドツアー（無料）

▶バラの花苗などのローズマーケット

▶展示即売会「ルドゥーテのバラと植物画」

▶バラジェラート「バラ＆ラズベリー」販売

【施設概要】
●開園時間 ： 8時30分～17時（6月は9時～17時）
●入園料※ ： 大人900円／20歳未満まで550円／
　小・中学生300円／シニア600円／未就学児無料
　※ピークシーズン（5月）。入園料はシーズンにより変動あり。
●所在地 ： 平塚市寺田縄 496-1
●交通 ： JR平塚駅または小田急･秦野駅からバスで
　「平塚養護学校前」下車徒歩 5分
●問合せ ： ☎0463（73）6170

がん検診の種類　国は、5つのがん検診を有効な検診として推奨しています。

市町村のがん検診
問合せ先はこちら

喫煙は新型コロナウイルス感染症の重症化リスクを高めます。
新型コロナウイルス感染症の重症化リスクとなる基礎疾患等には、喫煙のほか、たばこの煙が

原因の一つとされている慢性閉塞性肺疾患（COPD）等が挙げられています。

喫煙時は周りに望まない受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。
喫煙・受動喫煙防止対策のルールでは、「屋内は原則禁煙」です。

受動喫煙防止のためのポイントはこちら

5月6日（金）～6月5日（日）

「ゆかりの地」特設ウェブページ
県内の「観る」｢食べる」「買う」「体験する」
おすすめスポットをデジタルマップに
表示。ガイド団体執筆のコラム記事も楽し
めます。

5月31日は「世界禁煙デー」、5月31日～6月6日は「禁煙週間」です。

鎌倉殿の13人 大河ドラマ館
令和 5年1月9日（月･祝）まで開館

大河ドラマの衣装や小道具の展示をはじ
め、世界観を楽しめます。
●所在地 ： 鎌倉市雪ノ下2-1-53 鎌倉文華館
　鶴岡ミュージアム（鶴岡八幡宮境内）
●問合せ ： 入場券販売管理センター
　☎0467（39）5306

【上記記事に関する問合せ】 県がん・疾病対策課 ☎045（210）5015      045（210）8860

ピンクリボンふじさわ実行委員長
歌手 麻倉未稀 さん

コロナ禍でのがん検診、感染状況
が落ち着いたら…と、思ってしま
いますよね。でも、がんの進行はコ
ロナ禍でも止まってはくれません。
安心して毎日を過ごすためにも、
がん検診に足を運んでください。

あさくら みき

はら

バ ラ園「薔薇の轍」では、約1300品種・2300株のバラを展示。原種から現代のバラまで、品種改良の歴史に沿って系統・分類ごとに
見ることができ、まるでバラの博物館のよう!春のおすすめエリアは、大きく波打つ湘南の海をイメージした展示が特徴のツルバラ

エリア。5月中旬頃に咲き誇る“バラの海”で、今だけの写真を撮ってみませんか？

ばら わだち

花菜ガーデン ローズフェスティバル2022～春～
かな

肺がん
40歳以上 男女

1年に1回

胃がん
50歳以上 男女

2年に1回※

乳がん
40歳以上 女性

2年に1回

※ただし、胃がんは40歳以上男女が1年に1回受診可能な検査もあります

頼朝が使った漁具が龍になって天に昇った夢を義盛が
見たことから、創建したと言い伝えられています。
●所在地 ： 三浦市三崎1-18-1 ☎046（881）2604 Pあり

和田義盛　

は、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（NHK）の放送をきっかけに、県内にある鎌倉時代の「ゆかりの地」を巡っていただく
ため、特設ウェブページや周遊マップを作成しました。ぜひゆかりの地を訪ねて神奈川の魅力を再発見してください。県

鎌倉殿×13人の御家人たち「ゆかりの地」めぐり

詳しくは
こちら

周遊マップ
ゆかりの地、人物、年表、「知ってなるほど！鎌倉
時代トリビア」などを掲載！県･各市町村観光担当
課･観光協会等で配架中。

※数に限りがあるため在庫がない場合があります

詳しくはこちら 詳しくはこちら

子宮頸がん
20歳以上 女性

2年に1回

けい

大腸がん
40歳以上 男女

1年に1回

光
念
寺 

（
三
浦
市
）

1192年、頼朝が妻・政子の安産祈願のために神馬を奉納し
ました。このときに生まれたのが、のちの実朝です。
●所在地 ： 中郡大磯町国府本郷935 ☎0463（71）3737 Pあり

受動喫煙対策推進マスコットけむいモン

源頼朝ゆかりの人物

六
所
神
社 

（
大
磯
町
）

行基によって開創された日本三薬師の一つ。頼朝や政子、
三代将軍実朝夫人が実際に参詣しました。
●所在地 ： 伊勢原市日向1644 ☎0463（95）1416 Pあり

日
向
薬
師 

（
伊
勢
原
市
）

※      で事前に日時指定チケットの購入をお勧めしています

ゆかりの人物 源頼朝、 北条政子　　ゆかりの人物

鎌倉市観光協会 提供イラスト



「富嶽紅雲」
（写真：清川村･飯塚 利行さん）

私の好きな神奈川

編集／発行（毎月1日発行）
〒231- 8588 横浜市中区日本大通１
神奈川県 政策局 知事室
☎045（210）1111（代表）
☎045（210）3662      045（210）8834

※記事は4月15日時点の内容であり、変更になる場合があります

シロヤシオを求めて檜洞丸より蛭ケ岳に登り山荘に宿泊
していた時、雲海の檜洞丸の彼方に夕焼けが広がり富士
山を赤く染めていた。（令和3年5月撮影）

場所：蛭ケ岳（相模原市､山北町）

県公式Twitter
＠KanagawaPref_PR

ふがくこううん

県動物愛護センター 所長

松永新一郎

動物愛護管理法の改正により、
6月1日から環境省の「犬や猫のマイクロチップ登録制度」がスタート!

【上記記事に関する問合せ】
県動物愛護センター ☎0463（58）3411      0463（59）4931
マイクロチップについては県生活衛生課 ☎045（210）4947      045（210）8864
かなチャンTVについては県知事室 ☎045（210）3655      045（210）8834

迷子にならないためのMC
の大切さなどを動画で。　
　

かなチャンTVも
ぜひご覧ください

MC装着など
詳しくはこちら

vol.33

東大跡パラスポーツの会代表の城所克嘉さん（右）
会員の山崎貴裕さん（左）

東大跡
パラスポーツの会に
ついて詳しくはこちら

【上記記事に関する問合せ】 県共生推進本部室 ☎045（210）4961      045（210）8854

スポーツを通して、地域共生社会の実現を目指します

犬や猫にマイクロチップ（MC）を装着し、環境省のデータベースに登録すると、
迷子や盗難、災害などで飼い主と離ればなれになっても、戻ってくる可能性が高くな
ります。6月1日以降、ブリーダーやペットショップが販売する犬・猫には、MCが装着・
登録されていますので、家族に迎え入れたら飼い主情報を変更してください。

動物を飼われる方は
最期まで責任を持ち、大切に。
県動物愛護センターからのお願いです

MCで身元を
確認できるよ

すでに民間のデータベースに登録している方は
環境省のデータベースにも登録をお勧めします。

犬や猫は15年以上生きることもあります。食費や生活費、獣医療費などが

かかるだけでなく、人と同じように年を取れば介護などが必要となる場合

もあります。動物を飼ったら最期まで責任を持ち、大切に育ててください。

まつなが しんいちろう

＼今月は、東大跡パラスポーツの会 代表の城所克嘉さん、会員の山崎貴裕さんに伺いました！／
とうだいあと きどころ やまざきかつよし たかひろ

ひのきぼらまる ひるがたけ

たくさんの
魅力的な保護動物が
新しい飼い主を待っています。

私たち東大跡パラスポーツの会は二宮町を拠点に、ともに生きる社会かながわ憲章の理念に共感し、
ボッチャ、フライングディスク、ジャベリックスロー、ソフトボール投げなどのパラスポーツを行っています。
スポーツには大きな「力」があります。子ども・高齢者、障がいの程度や状態にかかわらず、誰もが
スポーツを通じて繋がり、楽しむことができます。これからも共生社会の実現に向けて、地域の皆さんと
一緒にパラスポーツを楽しめる機会を作っていきますので、一緒にパラ
スポーツを「する人、観る人、支える人」になりましょう。

つな




