メリー＠シロビタイムジオウム
飼い主様が飼育困難になり、34 歳（2013 年）で
施設にやってきました。甘え上手のおしゃべり上手。
色々な言葉のレパートリーを駆使して、人に見て
もらおうとする姿はとても愛らしいです。その反面、
鳥が嫌いで、良く他の鳥に向かって怒っています。

TSUBASA

メリーを応援！～スポンサーさん募集中～

金銭的な支援で鳥達を支えていただく制度です。
メリーを含む高齢鳥を支援（グループ S）してくださる
スポンサーさんを募集しています。
詳しくは、
公式 HP をご覧いただくかお問い合わせください。

「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。
回覧板を設置してくださる団体様、
施設様を随時募集しています！

愛鳥家の皆様へ
遅ればせながら新年おめでとうございます。
早いもので TSUBASA を設立して１４年。
NPO 法人になって早いもので３年目になりました。
しかし、組織の形態が変わろうとも TSUBASA の
「人、鳥、社会の幸せのために」という理念に変わり
はありません
ただ、ご存知のように最近のインコブームに対しては
嬉しい反面、危惧する面も多々あります。
時代の流れに左右されず、TSUBASA の理念の実現の
ために最善を尽くしていきたいと思います。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
NPO 法人 TSUBASA
コンパニオンバード一同
スタッフ一同
代表理事 松本壯志

はじめまして。
昨年 9 月 21 日付で TSUBASA の常勤職員となりました
武井 小奈宜（ｺﾅｷﾞ）です。
昨年の 5 月より非常勤職員として働いておりまして、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。
主な業務は鳥たちのお世話になります、TSUBASA ホ－ムペ－ジの今月の鳥さん紹介文やスポンサー鳥の
日常の様子を写真に納め、ご報告等もしています
ブログでも鳥たちの日常を写真でご覧いただける様に頑張りたいと思います
鳥に関する知識など勉強中ですが、セキセイインコを飼育している愛鳥家です。
鳥を愛する方々とお会いして、たくさんお話をできることを楽しみにしておりますので、
姿を見かけた際には、お気軽にお声掛けいただけたら嬉しいです。
まだまだ、色々な面で未熟者ですので、ご迷惑をおかけすることも多々あるかと思います。
皆様、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。

１

2014 年 1 月 4 日より、とり村&TSUBASA の営業スタイルが大きく変わりました！
昨年 12 月 30 日～1 月３日の休業期間に沢山のボランティアさんのお力をお借りして、
２階の中庭を大改装しました。

竹が生い茂った中庭！
竹は止まり木やオモチャ
として使えます。

中庭にあったケージを全て撤去し、千葉 CAK から持って
きた竹を使い、ジャングル風な中庭となりました。
ケージには今まで、人に咬み付いたり、鳥達の相性の問題
で外に出せない鳥達がいましたが、時間帯を決めて交代で
出すことで、今までケージ越しでしか触れ合えなかった鳥
達とも遊べるようになりました。
ケージから出すことで、鳥達の表情も生き生きとしたもの

見つけられるかな？

となりました。

隊長の説明を真剣に聞か ない
と、中庭で遭難しますよ（笑）
今後は大型の鳥達がいる中庭へは、原則自由に出入りすることが
できなくなりました。ただし、一階で受付を行えば、
「中庭探検隊」として約 10 分間程度鳥達と触れ合うことが
可能です。
中庭探検隊は隊長（TSUBASA スタッフ）と、先着順のお客様
5～6 名で構成されます。隊長の説明を聞きながら、鳥達のこと
を知って頂けますと幸いです。

中庭やシステムを大幅に変更し、以前のように鳥達と触

TSUBASA 中庭タイムスケジュール

れ合うことができなくなり、ご不便を感じる方も

13：00 ２階 TSUBASA 施設入場開始

いるかもしれません。

オカメインコ達の群れ放鳥

ですが、TSUBASA はふれあい動物園ではなく、鳥達

中庭の鳥達の説明

の保護施設です。ここで新しい里親さん候補の方々との

中庭探検隊スタート（先着順）

出会いのキッカケを作ることが大切なミッションであ

16：00 TSUBASA 施設終了

ると共に、TSUBASA で鳥を引き取らずに飼い主さん
の元で終生暮らす鳥が一羽でも多く増やすことが目標

営業日：定休日（木曜日）を除く毎日
※とり村一階店舗は、
平日は 13：00～17：00
土日祝日は 10：00～17：00
となります。

なのです。
TSUBASA を訪れる、鳥を愛する多くの人々にも力を
入れ、スタッフ一同努めて参りたいと思いますので、
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
2

イベントのお知らせ

詳しくは、「公式ブログＴＳＵＢＡＳＡみらくる日記」
をご確認いただくか、ご連絡ください。

1 月 25 日

『バードアロマの相談事例から
感じる自然療法のこんな使い分け』

1 月 30 日

『ビジネスアリーナ 2014』
（企業向けイベント NPO として出展）

ご要望

勉強会から、
体験イベントまで
色々やってるよ！

里親会 Meet The Bird

2月9日
2月

『止まり木を作ろう』

3月9日

『2014 年 TSUBASA フォーラム』

6 月 15 日

『2014 年 TSUBASA シンポジウム in 東京』

「うちの県でも勉強会をやって！」
「こんな内容が知りたい！」などなど、ご要望をお聞かせください。

承ります！ 全てにお応えできるわけではありませんが、愛鳥家の皆様のニーズにお応えできるよう、努めてまいります。
2014 年ＴＳＵＢＡＳＡ

会員募集中！

ＴＳＵＢＡＳＡの活動理念に賛同し、応援してくださる会員様を募集しています。
人・鳥・社会の幸せの為に、活動を続けてまいりますのでどうぞ、よろしくお願いします。

◆２０１４年会員募集期間（途中参加も OK です）

◆会員特典

2014 年 1 月 1 日～12 月 31 日

＊毎月 1 回以上、会員限定メルマガの発行
＊2014 年新規会員様より、

◆会費 ※新規入会時は、入会金 1400 円が別途かかります。

TSUBASA オリジナルピンバッジプレゼント
＊各種イベントの先行予約、割引

会員種別

価格

備考

正会員

3,600 円

総会の議決権があります

賛助会員

1,200 円

総会の議決権がありません

◆お申し込み方法
ご入会はＴＳＵＢＡＳＡのホームページからお申込み
いただくかお電話メールにてお問い合わせください。
2013 年は、

引き取った鳥
里親決定鳥

ＴＳＵＢＡＳＡの重要な活動の一つである里親、里子制度。施設には、145 羽の鳥が
生活しています。これからも、次の鳥達の出会いの為に、努めてまいります。

53 羽引取り
24 羽に家族が
見つかりました

2013 年 TSUBASA で引き取った鳥の数

2013 年里親が決定した鳥の数
種類

羽数

4

オカメインコ

4

ボウシインコ

5

小型インコ

4

ヨウム

2

ヨウム

2

白色オウム

1

白色オウム

3

セキセイインコ

７

フィンチ

7

フィンチ

32

中型インコ

3

コンゴウインコ

1

種類

羽数

オカメインコ

中型インコ

2

備考

ｼﾛﾋﾞﾀｲﾑｼﾞｵｳﾑ

主に十姉妹
ｵｷﾅｲﾝｺ/ｺﾞｼｷﾒｷｼｺｲﾝｺ

備考

ｾｷｾｲｲﾝｺ/ﾗﾌﾞﾊﾞｰﾄﾞ
ﾀｲﾊｸｵｳﾑ/ｱｵﾒｷﾊﾞﾀﾝ/ｺｷｻｶｵｳﾑ

ﾜｶｹﾎﾝｾｲｲﾝｺ/ｵｵﾊﾈﾅｶﾞｲﾝｺ/ｱｹﾎﾞﾉｲﾝｺ

●営業時間
1 階 10:00～17:00 （土日祝） /13:00～17:00（平日） 2 階 13:00～16:00
●所在地 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
TEL：048-480-6077 FAX：048-480-6078 E-mail tsubasa0615@gmail.com
●送迎
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。

定休

木曜
【発行元】
＊NPO 法人 TSUBASA＊
松本

壯志/涌井

智美

望月

健人/武井

小奈宜

【発行】 2014 年 1 月
次回の発行は 4 月を予定
しております。

