みんなで
回 覧
してね♪

スポンサー募集 とり村住人ファイル⑨

いつも陽気にオカメの仲間達に歌
を歌っています。しょっちゅう、
フラれているけれど
そんなことは気に
しません！群れの中
で、唯一のオレンジ
フェイスとして今日も
群れの中でウキウキ
過ごしています。

～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）

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。

TSUBASA はこれまでに、
「株式会社」や「社団法人」などの組織で運営していました。
現在の TSUBASA は「NPO 法人」です。NPO 法人について、少しお話をさせていただきます。

「NPO 法人」とは？

「非営利団体」とは？

非営利組織として、以下の事をする団体。

営利を目的としてはいけないということ。

【目的】社会的な使命の達成

募金だけで運営しなくてはいけないという

【誰が】自発的に連携した市民

事ではなくお金儲けを目的とせずに利益を

【何を】非営利で行う社会的、公益的活動。

組織の活動に役立てることが大切です。

TSUBASA が現在、NPO 法人になっているのはその先にある「認定 NPO 法人」を目指しているからです。
NPO 法人より上の認定 NPO 法人は、
NPO 法人としての活動がある一定の条件を満たして初めてなることができます。

「認定」を取るための条件とは？
NPO 法人よりも、もっと広く社会的（公益的）な活動だと認められないといけないよ。

１）パブリックサポートテスト（以下 PST）をクリアしている事
２）メインとする活動が「共益的な活動」でないこと
３） 運営組織等が適正であること
１年間に 3000 円以上の寄付者を
４）事業内容について一定の要件をみたしていること
100 名以上集める
５）情報公開が適正であること
６）法令違反等がないことを示すこと
７）設立から 1 年を超える期間が経過していること
NPO 法人 TSUBASA は、
2012 年 8 月設立

TSUBASA は、1 番と 7 番をクリアできれば条件を満たす事ができます。認可がおりるかどうかは分かりませんが、
早ければ 2014 年に認定 NPO 法人になるための申請を出すことを目指しています。

なんで認定 NPO 法人になりたいの？
認定 NPO 法人になると、寄付してくださった皆様が寄付金額に応じて税の控除が受け
られます。つまり、TSUBASA を応援すると皆様にも良い事が起こります。
認定 NPO 法人になると、より認知度も上がり寄付を得やすいので活動しやすくなるの
です。道は簡単ではありませんが、レスキュー団体として鳥達によりよい生活をさせて
あげる事。そして、手放される鳥を減らしていくためにも私達は、認定 NPO 法人を目
指しています。

TSUBASA は今後何をやりたいの？
まだまだ、未来の話ですが認定 NPO 法人を取得しより信頼性の高い団体であると、
認めていただき多くの皆様からのご支援をいただけた暁には・・・。
今後は、レスキューをせずに済むためのペットホテル設立などを目指していきたいと
思っています。引き取らずに、一時的に預かる事でまたもう一度飼い主さんと暮らせる
ようなそんな環境を作れたらと願っています。
理想は大きく、まずはコツコツと頑張ってまいります！
今後ともどうぞよろしくお願いします。
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去る 2012 年 11 月、ヨウムのアレックスで世界中に鳥の認知能力の高さを知らしめた
アイリーン・ペパーバーグ博士が来日。モデル／ライバル法のデモンストレーションを行ってくださいました。
皆様もぜひ、ご家族やご友人を巻き込んでモデル／ライバル法を実践してみてはいかがでしょうか。

≪モデル／ライバル法はこんなことに役立ちます≫
①言葉を覚えてもらう：物には名称（ラベル）があることを関連付けて教えられる。
②おもちゃで遊ぶこと、遊ぶ楽しさを伝えられる：
「うちの子はおもちゃで遊ばない・・・」という声をよく耳にします。モデル／ライバル法で、おもちゃで
遊ぶ楽しさや喜びを鳥さんに発見してもらいましょう。
③初めての食べ物やペレットへの切り替えチャレンジ：
お野菜を食べない鳥さんやペレットになかなか切り替わらない鳥さんなど、飼い主さんが楽しそうにモグモグ食べ
ているふりでもいいので、モデルになってあげると興味を示して食べてくれるようになることを期待！
≪モデル／ライバル 法基本的な仕組み≫
教えたい生徒(鳥さん)の他に人間が二人。一人は教師役を、もう一人が生徒の手本(ﾓﾃﾞﾙ)でもあり競争相手(ﾗｲﾊﾞﾙ)でもあ
る役を演じる。トレーニングの間に教師役と手本（ﾓﾃﾞﾙ）と競争相手役（ﾗｲﾊﾞﾙ）を入れ替えて行う。
≪モデル／ライバル法 空(くう)ちゃんが挑戦！≫
準備：鳥が好きな物、あるいは教えたい対象物(ラベル)とご褒美を選びます。
空ちゃんの場合：特に大好きなおもちゃはなかったので、ダンボールと紐を準備。ご褒美はひまわりの種。
今回の目的：名前を発話してもらう。物で遊んでもらう。
①
教師役（ﾍﾟﾊﾟｰﾊﾞｰｸﾞ博士）
「（紙を手にして）これは何？」
手本役「かみ」と答える
（ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙをﾍﾟﾊﾟｰﾊﾞｰｸﾞ博士が発音しやすく
「かみ（紙）
」としました）
質問に対して答えが正しければ、教師役が持って
いる紙を手本役に渡す。
２人一緒に、
「紙」
「紙！」と言いながら、紙を
ちぎって遊ぶ仕草を見せる。
④空ちゃんに「これは何？」と質問して、時々、横から手本役が
割ってはいり「紙！」と言う。正しく言えたので、紙は手本役が
奪う。教師役と手本役は「紙！」
「紙！」といいながら紙をちぎってみたり、
くわえてみたり、楽しそうにする。その様子を空ちゃんは見つめる。

②今度は、教師役と手本役を交代して、同じ事を
もう一度、空ちゃんに見せる。
質問する側と答える側を交代するのは、鳥にも
質問する言葉（例：これは何？）と答える言葉「紙」
を覚えてもらうため。①のやりとり、そして「紙！」
と言いながら、紙でとても楽しそうに遊ぶ様子を
見せる。
③ ①と②を何度か繰り返して、空ちゃんに紙を差し
出して、
「これは何？」と質問。
まずは最初のｽﾃｯﾌﾟとして、何でもいいので空ちゃんが
音（言葉になっていなくても OK）を口から発する
ことができたら紙を渡して、空ちゃんにも遊んで
もらう。さらに①～③を繰り返す。
⑤対象物を「紙」から他の物に時々変える。
「欲しい」という意味が
「紙」だと認識しないように
するため。①～⑤を繰り返す。

５０分のデモンストレーションが終わろうと
していた時、、
、な、な、なんと！空ちゃんが
「かみ」と言葉を発したのです！！！一同、驚愕！
空ちゃんは「紙」という言葉はこれまで話したことも
ありません。この５０分間のセッションで、
「紙」を
覚えたのです！！ペパーバーグ博士もこれには驚きで、
通常、２０回くらいのセッションで教えた言葉を発する
ようになるのに、空ちゃんはたった１回でやってのけたので
す。とてもすごいことだと言って、空ちゃんを
スカウトしていました。
（画像は皆に偉業を褒め称えられている空ちゃん「スタッフ、
パスポート用意してくれる？自分、世界デビューですから。」
）

ポイント：恥ずかしさを捨てて、オーバーリアクションで「楽しそうに」お手本を見せる。逆に望ましくない行動の時はノ
ーリアクション、を見せてあげることで、このメリハリのある様子は鳥さんに伝わりやすくなるのではないかと
感じています。ペパーバーグ博士は言っていました。決してアレックスが特別な能力を持っていたわけではなく、どんな鳥
さんでも可能性は秘めていると。もしよろしければ、皆さまもぜひ、愛鳥さんと「楽しく」コミュニケーションを
とりながら鳥さんの高い知能を刺激してあげていただけたら、また新たな発見があるかもしれません。
【後日談】デモンストレーションの日以降、
「紙」と発話しているところをを聞くことはありませんでした。でもその後、
ダンボールをかじって遊ぶ姿を多く観るようになりました。ダンボールで遊ぶ楽しさを知った空ちゃんなのでした。
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ダ イ エッ ト 奮闘 記

頑張れ
ぶうちゃん！

前回のあらすじ！
なんとセキセイインコのぶぅちゃん(♂)は体重が 59g だった。
メタボの恐怖に怯えるぶぅちゃんはダイエットを決意したのだった。
皆さん、こんにちは！僕ぶぅちゃんです。
ダイエットを決意した僕は仲良し同居鳥のゴロちゃん(♂)と別れを告げ、一羽果敢に
ダイエットに挑むことにしました。2 羽分の食事があると、僕全部食べちゃうからね！
まず手始めに食生活を改善しようかな。
やっぱり栄養のバランスが取れていたほうがいいからね！

MISSION !

今までの食事
・皮つきシード
・市販のカルシウム剤

目標とする食事
・ペレット
・緑の野菜

食事量を
減らす！！

いつものシードにペレットを細かく砕いた物をふりかけて、味に慣れること
から挑戦です。でも、ペレットおいしくないなぁ。食が進まなくて、少し体重
も減り気味です。
2 ヶ月で 10g 減！よし、この調子でもっと減らすぞ！

だけど…

最近調子が悪いんだ…なんだかいつもより寒い気もするし、食欲もないなぁ…
1 週間で頑張って５g も落として、身も軽々なのにどうしてこんなに具合が悪いのかな…
「ぶぅちゃん、それは体重を減らしすぎだよ！そんな無理なダイエット
はかえって体に良くないんだよ。僕達セキセイインコだと、1 週間で
２ｇ落とすくらいが限度だよ。
」

ダイエッともだちのナナミ君

「それはいいと思うけど、体重増え
ないように気をつけなよ」

∑がびーん！なななんだって！？知らなかった…
じゃあダイエット、ちょっとお休みしよう…あったかいお部屋
でシード食べて、体力回復させよっと。

シード…うまーい(^○^)

聞いてないよ！→
その後…

ぶぅちゃんです。リバウンド…したとです。1 週間で７ｇ
…増えたとです。ぶぅちゃんです…ぶぅちゃんです…
「ぶぅちゃんネタ古いよ。だから気をつけろって言ったのに！強肝剤
を飲んで、肝臓を保護しながら適度な減少率でダイエットをするとい
いんだよ。僕は 2 ヶ月で４ｇ減で、たくさんは減っていないけど無理
なく落としているよ。
」

そ…そうなんだ。もう一度
じゃあ頑張ってみるよ！

ラブラブです❤

before
after

紆余曲折はあったものの、現在は 48g 台
に！スタッフさんから素早くなった
ね！との噂です。そして、念願の彼女も
できました！これからも平均体重
（約 35ｇ）目指して頑張ります♪

ぽっこり
おなか･･･
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すっきり
おなか♪

～鳥達が、飼い主さんの元からＴＳＵＢＡＳＡへ来るまで～
TSUBASA の「里親制度」と対をなす大切な制度、それが「里子制度」です。2010 年に行った 47 羽の
セキセイインコのレスキューや、2012 年に行った元ペットショップからの 95 羽のレスキューなどの大型の
レスキュー（引き取り）は、ブログでの内容公開やたくさんの方々に募金のお願いをさせていただいたので、
ご存知の方も多いと思います。これらと同様に、飼主さんのご病気、海外赴任、鳥の毛引きや叫び声などの
問題行動等、様々な理由によりご家庭で一緒に暮らす事が出来なくなった鳥さんを「里子制度」に基づいて
引き取り、保護をしています。

③
①

②
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愛鳥さんが
どのような鳥さん
なのか教えて
頂きます。

④
鳥
さ
ん
の
健
康
診
断

大事な家族が

⑤
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Ｓ
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Ｂ
Ａ
Ｓ
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仲間入りしてすぐ
に 45 日間検疫を行
います。

引き取るまでには、これらの
項目を行うため（緊急時を
除き）最短でも 1 ヶ月以上
の時間がかかります。
詳細はＨＰをご覧ください。

今後どのような
所で生活するのか
見ていただきます。

とり村回覧板 10 号でも紹介したとおり、2011 年に TSUBASA が千葉県から現在の埼玉県に移動し、今まで以上に
たくさんの鳥達が里親さんを見つけて、施設を巣立って行きました。その一方で、TSUBASA へ引き取られる鳥の数も、
以前と比較すると増加傾向にあります。2013 年 3 月には、1 ヶ月以内にボウシインコばかり 3 羽も TSUBASA で
引取り、あっという間に検疫室が満室です。さらに、同時進行で複数件、引き取りのお話を進めており、
週に 1 件以上は、新たな引き取りの依頼が TSUBASA に来ます。鳥が TSUBASA へ引き取られる理由のほとんどが、
飼い主様の高齢化によるものや、ご本人やご家族の病気、海外赴任等の引っ越しによるもので、鳥自体に問題がある
ケースはほとんどありません。全ての飼い主様が鳥達を大切にされている中、やむを得ない事情で“手放す”という
選択をされています。TSUBASA ならばきっと、鳥達に十分なケアをしてもらえ、信頼できる次の家族を見つけて
くれると思ってのことです。予測できない離別が訪れるかもしれない事は皆様にも共通します。今からでも、“もしも”
の事態に備えながら、愛鳥さんと幸せな生活を送られるようにしてください。

2013 年 3 月、大阪から一羽のキエリボウシインコが TSUBASA へ引き取られまし
た。彼の名前はミッキー。2013 年で 46 歳になった男の子です。
元の飼い主さんとは 1 歳の時に出会い、45 年間ずっと一緒に暮らしてきました。
寝る時もご飯を食べる時もケージ越しですが一緒の生活。少しでも、
おばあちゃんが見えなくなると大騒ぎする程、ミッキーはおばあちゃんが
大好きでした。ですが、おばあちゃんは数年前から体調が思わしくなく、
今すぐにでも入院しなければいけない程に悪化してしまいました。でも、
ミッキーがいるため、入院が出来ません。仕方なくおばあちゃんはミッキーの
主治医の先生に相談をし、TSUBASA へ里子に出すことを選択しました。
（引き取りは、スタッフが大阪までミッキーを迎えに行きました。）
引き取り時には、大切なミッキーの門出だからと、紅白まんじゅうを持たせて
くださいました。お互いが、お互いの事を本当に大切に思っていたことが
良く分かります。この選択が、ミッキーとおばあちゃんにとって最善の選択で
あったことを、祈るばかりです。
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愛鳥さんが一日にどれくらいの量のお水を飲んでいるのか知っていますか？
健康な鳥だと飲水量はあまり気にならないかもしれませんが、愛鳥さんが病気になると、飲水量が変化する
ことがあります。体調が悪い鳥さんはもちろん、健康な鳥さんだからこそ、今のうちから記録をすることを
お勧めします。
オカメインコの多尿

水分（尿）

愛鳥さんの体調が優れない時に飲水量は増加することが
あります。主な病気としては、
“糖尿病”
“脱水症状”
“内臓疾患”などがあげられ、飲水量が多い場合、
多尿になることがほとんどです。たくさん飲むため、
《たくさん排泄する、飲み過ぎ》の場合と、
《たくさん排泄して
しまうため、たくさん飲む、脱水》の２パターンあります。
脱水の場合、ご飯を制限してダイエットをするのと同じ
感覚で、お水の量を少なくしてしまうと命に関わることが
あります。病気だけではなく、発情や食事内容でも飲水量は変化してきます。
飲水量は体重の 5%～20%くらいが平均のようです。体重が重ければ重い程、%の値が低くなり、
軽ければ軽い程、％の値は高くなる
種類
体重
飲水量(体重の○％)
傾向があります。同じ種類、同じ体重
ロジャー
アオメキバタン
900g
61.6cc (7%)
であっても、その鳥によってベストの
飲水量は異なりますので、健康な状態
ショウ
タイハクオウム
580g
41.2cc (7%)
での飲水量を把握しておく事をお勧め
空
ヨウム
550g
44.5cc (8%)
致します。飲水量を測っておかしいな
と思ったら、一人で解決しようと
サスケ
コバタン
430g
34.4cc (8%)
しないで、獣医さんに相談しましょう。
キィ
キホウボウシインコ
420g
31.4cc (7%)

便

フク

オカメインコ

70g

10.2cc (14%)

よもぎ

セキセイインコ

35g

4.2(12%)
この時の飲水量
平均 50.3 ㏄（体重の 50％）

かわいい
たまちゃん＠オカメインコ

が
体調が最も悪かった時

一気に水を飲んだため、
胸（そのう）がパンパンに
なりました。口の周りが
赤いのはビタミン剤の色
です。健康上問題はありま
せん。現在では体調も良化
しており、このような姿を
見ることはなくなりまし
た。ショッキングな写真で
申し訳ございません。

たまちゃんは、現在体調が悪く、お薬を飲んでいます。
獣医さんに見ていただいたきっかけも、他の鳥に比べてたくさんのお水を飲み（多飲）、たくさんのお水を排泄
（多尿）していたためです。獣医さんに診ていただいた所、脱水をしている事が分かり、おそらく内臓疾患だろうと
診断されました。内臓疾患というと、人間も含めて“高齢の生き物の病気”というイメージがありますが、当時、
たまちゃんは 2 才。食事も、決して悪いものではありませんでした。たまちゃんは現在も投薬を行っていますが、
この頃に比べるととても元気になり、お水を飲む量もだいぶ減りました。
愛鳥さんも、体調が悪化する前に自宅での健康チェックや、定期的な健康診断へ行くようにしてください。
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Just Giving はじめました。

JustGiving とは？
NPO 団体などを応援する人が、何かにチャレンジすることで、支援したい団体のために寄付を
集めるプラットフォームです。
今回、愛鳥家「chanpy」 様が TSUBASA の為に寄付チャレンジを募ってくださいました。
23800 円で、調子の悪い TSUBASA の顕微鏡を新しい物にすることができます。
皆様チャレンジ（目標金額まで寄付を募る）へのご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

TSUBASA で
引き取った鳥さん

～ｃhanpy 様のチャレンジ内容～
【目標金額でできること】
高性能のデジタル顕微鏡が購入できます。パソコンへデータの
出力・保存もできます。
【今回のチャレンジ内容について】
性能のよい顕微鏡があれば、効率も、検査の質も確保されます。
データの保存ができれば、施設の鳥たちの健康データと
なるだけでなく、学会などの様々な場でのプレゼン資料と
しても活用ができ、より多くの鳥たちの健康や命を守る
ことにもつながります。

勘九郎

詳しい TSUBASA の JustGicing ページは、
『JustGiving TSUBASA』で検索！

タロウ
ミッキー
ロリータ
ヤン坊

売上げの一部が、TSUBASA の支援になる
コーズリボンから、新シリーズが登場です。

（全てボウシインコ）

右：バードフェスタ/左：ハッピーペアバード
各１８９０円

通販サイトや、パーキングエリアなどで
販売していますので、よろしければ
お買い求めください。
お車に付けていただく事で、走る TSUBASA
の広告塔に皆様になっていただけましたら
嬉しいです。

里親さんが見つかった
鳥さん

Design by Jun

Design by norisan

告知 TSUBASA ホームページ：http://www.tsubasa.ne.jp
詳細 TSUBASA みらくる日記：http://ameblo.jp/tsubasa0615
Email：tsubasao615@gmail.com
お申込 TEL：080-3939-0615
TSUBASA・とり村
●営業時間
1階
10:00～17:00
２階 2013 年 5 月より営業時間が変わります。
（平日）10：00～12：00
見るだけでふれあいはできません。
（休日）10：00～12：00
大型鳥とふれあうことができます。

●定休日

毎週木曜

ヨウ＠ヨウム
おー次郎＠オカメ
ウタ＠コキサカオウム

「とり村回覧板１3 号」は
２０１３年 7 月に発行予定
です。お楽しみに！
＊お願い＊
「とり村回覧板」を置いて
くださる、施設並びに動物病院を募
集しています。
興味をお持ちの方は TSUBASA まで
お問合わせください。

（木曜日が祝日の場合は通常営業）

●所在地
●最寄駅

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

（土）
（日）
（祝）は、
10:00、12:00、13:00、に定期便を
柳瀬川駅東口より運行しております。
平日と休日の該当時間外は、事前に送迎の
ご予約をお願い致します。

TEL：048-480-6077
FAX：048-480-6078
E-mail tsubasa0615@gmail.com
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