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特定非営利活動法人Ⅴ.Ｏ.Ｖ 

 

ごあいさつ 

連日の猛暑の折会員の皆様方、又日々ご協力を頂いております方々いかがお過ごしでしょうか、まず平素よりの愛護活動に対して深く感

謝をし、心より敬意を表します。 

さてこのような時期は人にとっても動物たちにとってもたいへんですね、特に家庭内の逃げ場のない犬たちにとって高室温対策は文字通

り死活問題であろうと考えます、冷房等による適温維持が必要不可欠でしょう。 

昨今の動物愛護についてですが、環境省の発表によると２０１５年度に初めて全国の犬猫殺処分数が１０万件を下回り８２９００となっ

たそうです、過去年間１００万件以上有った頃とは隔世の感がありますね、とてもうれしいことです、最近では街中で野良犬野良猫は殆

どみかけなくなり、私たちの保護活動も家庭の事情で手放さざるを得ない犬達(飼い主の死去等)に偏ってきてれはそれで有り難いことで

はあるのですがこの件はまだ続きがあるのです。じつは都道府県別でみますと最も殺処分率が高かったのが和歌山県と奈良県でともに８

７，９％、不名誉な数字ですね和歌山市保健所も独自に譲渡を行ってはいるのですが全体数からみるとまだまだという感がぬぐえません。

市にも県にもお願いしたいのは今より譲渡におけるハードルを下げてより沢山の犬や猫たちを生かしていただきたいということです、そ

の為には一時預かりをして飼育教育出来るボランティアを開発かもしくは協力関係の構築をして民間と協力しながら進めてゆくことが

より良い方法と考えます、 

犬に関して言えばとても賢いかなり人に近い感性と知能をもち教育しだいで相当欠点を改善あるいは矯正出来ます。要は譲渡するまでに

多くの愛情と知識と手間と少しのお金が必要ということです。最も成績のよい岡山県の殺処分率は２２，５パーセント、この違いは職員

の愛護意識の高まりによってボランティア団体との協力と保健所における引き取りを減らす努力が要因だそうです。私たちも岡山から学

ぶべきことが沢山ありますね。今回も長くなってしまいました、皆様方のご健康と動物たちが幸せに暮らせますように。 



保護活動 

メス ありす 10 歳 5 キロ  避妊済み フィラリア血液検査済 

健康状態良  性格：おとなしくて人懐こい。躾はできています。威嚇は一切なし。 

一頭飼いをして下さる方で、大切に飼ってくださる方ご連絡をお待ちしています。 

 

   

 

 

 

虫歯にならないように 

食べかすが残っていると歯垢や歯石が付き病気の原因になります。おもちゃやガムで病気を防ぐ 遊びながら歯のケアが出来るおもちゃやおや

つを与えると良いでしょう。 

噛むことで歯の掃除になるデンタルガムなどがあります。 

  



平成２８年度事業報告書 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

1 事業の成果 

環境と動物に関する事業として、迷子犬に対して飼い主の捜索活動と飼い主が見つからなかった犬の譲渡先を探し譲渡したことは環境保全にもつ

ながっていると考える。 

また動物の適正な飼育管理の指導をすることにより譲渡した犬が飼育放棄されないよう力を注いだ。 

さらにホームページの運営などこれらを通して動物愛護を訴える活動や、命の大切さと共に飼育に対する責任をアピールすることも出来た。 

2 事業の実施に関する事項 

（1） 特定非営利活動に係る事業 

定款の

事業名 
事業内容 実施日時 実施場所 

従事者

の人数 

受益対

象者の

範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

動 物 愛

護 の 普

及事業 

和歌山市

NPOボラン

ティアフ

ェスタ 

10/8 和歌山市 10 名 来場者 6 

環 境 と

動 物 に

関 す る

事業 

犬保護及

び治療 
年間 和歌山市 5 名 4 名 27 

飼 育 管

理 指 導

と 啓 発

事業 

会報発行 7/17 和歌山市 10 名 

会報発

行部数 

80 部 

7 

ホームペ

ージ運営 
年間 和歌山市 2 名 閲覧者 6 

平成 28年度財産目録 

平成 29年 3月 31日現在（単位千円） 

科目 金額 

１資産の部    

 １.流動資産    

  現預金    

   手元現金 0   

   大阪預金センター 102,340   

   郵貯銀行普通預金 631,255   

   紀陽銀行普通預金 146,558   

  未収金 0   

  流動資産合計  880,153  

 ２.固定資産  0  

 資産合計  880,153  

２負債の部    

 １.流動負債  0  

 ２.固定負債  0  

 負債合計  0  

正味財産   880,153 



平成 28年度 V.O.V会計収支計算書 

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで(単位：円) 

科目 金額 

経常収入の部    

 １ 会費収入  60,000  

 ２ 寄付収入  54,285  

 ３ その他収入  101  

 経常収入合計   114,386 

経常支出の部    

 １ 事業費    

  1動物愛護の普及事業    

   犬猫写真展 5,270   

   東北震災動物救援 0 5,270  

  2環境と動物に関する事業    

   犬猫保護 27,000   

   非繁殖助成 0 27,000  

  3飼育管理指導と啓発事業    

   会報発行 6,570   

   ホームページ運営 5,184   

   しつけ教室 0 11,754 44,024 

 ２ 管理費    

  支払手数料  1,200  

  雑費  11 1,211 

 経常支出合計   45,235 

 当期収支差額   69,151 

 前期繰越収支差額   811,002 

 次期繰越収支差額   880,153 

 

平成 28年度貸借対照表 

平成 29年 3月 31日現在(単位：円) 

科目 金額 

Ⅰ資産の部    

 1.流動資産    

  現金預金 880,153   

  流動資産合計  880,153  

 2.固定資産    

  (1)有形固定資産 0   

  (2)無形固定資産 0   

  (3)投資その他の資産 0   

  固定資産合計  0  

 資産合計   880,153 

Ⅱ負債の部    

 1.流動負債 0   

 2.固定負債 0   

 負債合計   0 

Ⅲ正味財産の部    

  前期繰越正味財産  811,002  

  当期正味財産増減額  69,151  

 正味財産合計   880,153 

 負債及び正味財産合計   880,153 

 

 

 

 

 

 



 

ペットロス症候群に気をつけましょう。 

①我慢せずに悲しみを吐き出す（家族や仲間に悲しみや後悔 喪失感を我慢せずに気持ちを吐き出しましよう） ②別れを受け入れる（写真を

飾り供養をする事で思い出を整理し別れを受け入れる） 

 ③新しい子を迎え入れる。（新たな子を迎え入れる事で悲しみを癒す手助けになりペットロスから立ち直る人もいます） 

 

愛犬と愛猫の健康について 

 

誰もがいつまでも健康でいてほしいと願う事でしょうが健康で過ごせるかどうかは飼い主のあなた自身にかかっているのです。 

犬や猫は体調が悪くても言葉で伝える事が出来ません。でも日常とは違う行動で飼い主に様々なサインを送ります。 

いつもと違うと感じたら そのサインをそばにいるあなたがいち早くキャッチする事で大切な愛犬愛猫の健康を守ります。 

 

いつもの様子          いつもと違う時  

チェックポイント         チェックポイント 

① 餌の種類、量、食欲         ①食欲がない 

②歩き方、散歩の長さ         ②足を引きずる 

③におい           ③くさいにおいがする 

④体重           ④やせた 

⑤被毛の状態          ⑤脱毛している 

⑥ウンチやおしっこの状態        ⑥下痢している 

 

『元気がない』『だるそうだ』     生活の中でいつもと違う事がないか思い返す 

などちょっとした変化も見落とさないように散歩の時  思い当たる事が無い 症状が改善しない いつもと違う時にはできるだけ早く 

食餌の時 遊んでいる時 寝ている時もチェックします。  獣医師の診察を受けて下さい。 

  



 

愛犬の夏の散歩の注意点 

気温の高い日中の散歩はなるべく避け朝や夕方の涼しい時間帯に行くようにしましよう。日が陰っていてもアスファルトの温度はまだ熱い事があ

ります。 

出かける前に地面を触り温度確認をしましよう。 

熱中症にならないようにいつでも水分補給が出来るようにしましょう。 

 

熱中症にかかったら（呼吸が速くなりぐったりします。早急に体を冷やし動物病院へ） 応急処置：日陰に入る 水をかける 氷を当てる 風を

送る 

 

会員の皆様へ            ☆年会費のご協力お願いいたします。 

一般\３,000 学生￥1,000 小学生￥500 

同封の振込用紙（郵便局専用手数料不要）にてお振込下さい  

銀行振込の場合（手数料負担）は下記講座までお振込下さい 

紀陽銀行本店営業部 普通1352087 NPO法人VOV 

宜しくお願い致します。 

 

☆動物愛護ボランティア 募集中 

興味がお有りの方 お手伝いして頂ける方 御連絡下さい。  

メールアドレス vov_jp@yahoo.co.jp 

 

mailto:vov_jp@yahoo.co.jp

