みんなで
回 覧
してね♪

スポンサー募集 集合編！

トキ＠オオバタン

フク＠オカメインコ

お母さん＠
オオハナインコ

コバ＠コバタン

～TSUBASA～
～

空＠ヨウム

アニー・サミー＠
ウロコメキシコインコ

ルリ＠
ルリコンゴウインコ

えっちゃん＠
キビタイボウシインコ

「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。

2012 年 8 月 30 日付けで、ＮＰＯ法人となった TSUBASA は、
おかげさまで、12 月 31 日を持ちまして、第一期の事業年度を終えることが
できました。ご支援いただきました皆様、本当にありがとうございました！
2013 年１月１日から第二期の始まりです。スタッフ一同、そして、鳥たち一同、
新たな気持ちでますます邁進してまいりますので、引き続き応援していただけましたら、大変うれしいです。
ここで、TSUBASA から 2013 年度の 3 つのマニフェストをお伝えさせていただきます。

①最低でも
最低でも月一度
愛鳥塾を開催いたします
開催いたします！
でも月一度は
月一度は愛鳥塾を
いたします！
⇒鳥さんに関する食餌や飼養環境、エンリッチメント、フォージング、トレーニングなどなど
鳥さん初心者の方からベテランさんまで、さらに知識の向上をしていただけるようにスタッフ
たちも日々お勉強してまいります。

②未来の
未来の鳥バカさんたちを
バカさんたちを育
さんたちを育てます
てます！
⇒近隣の幼稚園や小学校に積極的に呼びかけて見学にお越しいただき、鳥さんの魅力について
大いに伝えてまいります。鳥さんだけにとどまらず、動物を愛する気持ちを育んでいけたらと
いう想いがあります。

③地域で
地域でイベント開催
イベント開催！
開催！
⇒TSUBASA の理念である「人・鳥・社会の幸せのために」の「社会」の部分を強化していく
ために、地域でフリーマーケットなどを開催してまいります。地域社会に鳥さんをはじめ
動物愛護に理解をしていただき、関心を持っていただけるように、常に情報発信に努めて
まいります。
2013 年のマニフェストを 3 つにまとめたかったのですが、実はやりたいことが
山ほどあります。バードシッターさんや鳥さんに関する良き、そして適切な相談
相手となっていただくバードライフアドバイザーの講座開講や、ペットホテル開業
などなど、2013 年は情報収集やスタッフの知識の向上など、これらの地盤
固めをしっかりとやっていきます。

2013 年も「人・鳥・社会の幸せのために」の理念
の下、飼い主さんと愛鳥さんのために努めてまいり
ます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします！

いつもご支援
ありがとうござ
います。2013 年
もよろしくお願
いします！

ＮＰＯ法人
ＮＰＯ法人ＴＳＵＢＡＳＡ
法人ＴＳＵＢＡＳＡ

2013 年の顔
「なずな」

ボランティアさん大募集!
TSUBASA へ引き取られる鳥は後を絶ちません。そのため、一羽一羽のケアをより多くすることが出来る
よう一緒に鳥のお世話をしてくださるボランティアさんを募集しております。私たちのブログ「TSUBASA
みらくる日記」にて募集させていただいておりますのでお時間がある方はお力をお貸しください。
またこの度ＴＳＵＢＡＳＡでは、掃除などの通常作業の他に「人、鳥、社会の幸せのために」活動してくださる
プロフェッショナルボランティアさん（略してプロボラ）を募集することとなりました。
プロボラとは、会計士がＮＰＯ法人の会計のお手伝いをしたりｗｅｂデザイナーがＨＰ作成を手伝ったりと、
普段の仕事で得たスキルをボランティア活動の一つとして提供し社会貢献活動をすることです。
ご自身のスキルをＴＳＵＢＡＳＡのために、お役立ていただけましたら大変嬉しいです。
現在お手伝いいただきたいのが
①ＴＳＵＢＡＳＡのＨＰを一緒に作成してくださる方
②ケージ用の止まり木作りや、鳥の遊び場等の施設整備を一緒に行ってくださる方
③掃除などの通常作業はもちろん、体調管理や爪切り（特に大型）などのケアを一緒に行ってくださる方
詳しい内容等は、お電話やメールにてお話しいたしますのでお手伝いいただける方やご検討中の方はご連絡
ください。
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里親が
里親が決定した
決定した鳥
した鳥さん：
さん：95 羽
TSUBASA で引き取った鳥
った鳥さん：
さん：110 羽
ボランティア様
頭数）
ボランティア様の数：175 名（頭数）

2012 年は、95 羽という大量レスキューがあったため
引取りの件数はこれまでの TSUBASA の中で最大数となりました。
ですが、大変嬉しいことに困難を支えてくださるボランティア様の
数も里親が決まった鳥の数も TSUBASA の歴史上 1 番となり
ました！！ありがとうございます！

「何かできることがあったら声をかけてください。
」
ありがたいことにそう言っていただけることが
あります。TSUBASA は、NPO 団体として
皆様のご協力やお力添えを必要としております。
今回は具体的にどのような TSUBASA への
支援があるか、お伝えしたいと思います。

TSUBASA を応援！
応援！ その４
その４ ～時間編～
時間編～
もし、皆様のお時間が許すのでしたらぜひ
「とり村」へ遊びにいらしてください。TSUBASA で
引き取る鳥たちは、人が大好きです。
残念ながらスタッフは日常業務の中で、たくさんは鳥たちと
遊んであげられません。
ぜひ鳥たちの遊び相手になってあげてください。

TSUBASA を応援！
応援！ その１
その１ ～支援の
支援の羽 編～
TSUBASA では、2012 年より「支援の羽」と
いうサポートの形を設けています。
これは、手作りの鳥雑貨などを TSUBASA に
ご提供いただき、それを TSUBASA は販売し、
募金にさせていただくという物です。
無料でご提供いただく事になりますが
大切に販売の機会を作っていきます。

TSUBASA を応援！
応援！ その５
その５ ～物資編～
物資編～
今、TSUBASA で必要としている物を書かせていただきま
す。
・中古書籍（販売し募金になります）

詳しくは、ブログ「TSUBASA みらくる日記」をご覧ください。

TSUBASA を応援！
応援！その２
その２～ボランティア技術編
ボランティア技術編～
技術編～
TSUBASA では、鳥たちのお世話のほかにも様々な
活動があります。
・教育啓発活動としての
教育啓発活動としての、
としての、英語書籍の
英語書籍の和訳
・施設全体の
施設全体の整備
・中古書籍や
中古書籍や支援の
支援の羽の販売準備（
販売準備（PC 作業）
作業）
・ホームページの
ホームページの更新
・レスキュー業務
レスキュー業務
目的のある作業において、今後ボランティアさんを
積極的に募集させていただきます。ご興味を持って
いただける方はどうぞよろしくお願いいたします。
TSUBASA を応援！
応援！ その３
その３～資料掲載場所編～
資料掲載場所編～
TSUBASA は日本で唯一の鳥の保護団体ではありま
すが、まだまだ決して知名度は高くありません。
鳥を手放すと決めてから TSUBASA を知る飼主さ
んも多く、そうなる前に出会いたかったと思うこと
があります。私たちは、レスキュー業務はもちろん
大切ですが、手放さなくて済む末永いサポートも
重要だと思っています。そのために、存在を知って
いただく事。2013 年から積極的なリーフレット
配布活動をしていきたいと思っています。これまで
に、置かせていただく事のなかった、
ペットショップはもちろん、図書館などにも掛け合
っています。もし、皆様の地域で TSUBASA のリー
フレットを置いていただける所がございましたら是
非ともご連絡ください。

詳しくは、お問い合わせいただくかブログ「TSUBASA みらくる日記」を
ご覧ください。

・鳥用オモチャ（可能な限り新品）
手作りでスタッフが与えていますが、市販の物も喜びます。

・果物・野菜
遊びにいらした際のコマツナ一束でも大歓迎です！
ニンジン・サツマイモ・カボチャ・小松菜・ミカン・リンゴなど大歓迎です

TSUBASA を応援！
応援！ その６
その６ ～ボランティアお
ボランティアお世話編～
世話編～
TSUBASA には、スタッフが 4 名しかおりません。
常に衛生的な施設を維持し、鳥たちに次の家族（里親さん）
が見つかるようにするために、日常のお世話をして
いただくボランティアさんのお力が必要です。
ご希望があれば平日は、ボランティアの合間に、
１０分程度の技術的（爪切りや保定）な
ミニ実習もしていただいています。
ぜひ、愛鳥さんのためにお役立てください。
TSUBASA を応援！
応援！ その７
その７ ～寄付編～
寄付編～
TSUBASA は、認定 NPO 法人を目指しています。
認定を取得するための要件に、以下のものがあります。
2012 年、2013 年で 3000 円以上の寄付者が年平均 100 名以
上いること。
この条件をクリアするために、誠に厚かましいお願いです
が、ご寄附いただく際にはぜひとも、お名前ご住所を
お教えください。認定取得で、今まで以上に多くの方のお役
に立てる活動ができると信じています。
いつもご支援いただき、本当にありがとうございます。
これからも、
「人・鳥・社会の幸せのため」に活動を
続けてまいります！
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とり村で初めて開催しましたクリスマス会！
午前中はＤＶＤ上映会から始まり、
澤渡なおこ様による「二胡の演奏会」や、
ＮＰＯ法人ＴＳＵBASA のオークション、
11 月の第 2 回 ABiCo で開催、企画しました
「愛鳥さん写真展＆コンテスト」の受賞者様商品授与式、
鳥爺による「プチ寺子屋」、そして最後は、
鳥グッズ限定の「プレゼント交換会」という
プログラムでした。
沢山のお客様と、コンテスト受賞者様の鳥さん達
と一緒に、大いに盛り上がる事が出来ました！
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P５

愛鳥さんに
愛鳥さんに起
さんに起こりやすい問題
こりやすい問題・肥満について
肥満について知
について知っておこう
皆さん、愛鳥さんの体重と、その鳥種の適正体重はご存知でしょうか？
適正体重を 20%オーバーすると、肥満症に分類され、ダイエットが必要です。
(小柄な子や大柄な子もいますので、体格もしっかりチェックしてあげてくださいね)
鳥種

平均体重

肥満体重

セキセイインコ

30～35g

42g 以上

はじめまして、
はじめまして、

文鳥

22～25g

30g 以上

ボクぶぅちゃん
ボクぶぅちゃん！
ぶぅちゃん！

ボタンインコ

42～50g

60g 以上

コザクラインコ

45～55g

66g 以上

オカメインコ

80～90g

108g 以上

只今健康診断中！
只今健康診断中！

な、なんと貫禄
なんと貫禄の
貫禄の･･･

一般家庭で飼育されている鳥さんの多くが、肥満症だと言われています。
肥満によって、更に脂肪肝、高脂血症や動脈硬化、糖尿病などのいわゆる
生活習慣病が鳥さんでも起こってきます。
それでは、どうして鳥さんに肥満が多いのでしょうか。

５９ｇ！

その①
その① 運動不足
野生では一日で何キロもの移動をおこないますが、飼育鳥はケージの中で
一日の大半を過ごしています。そして、肥満になると更に動かなくなるという
悪循環が起こります。

その②
その② 栄養不足
シード、特にむき餌だけだと、鳥さんの体に必要とされるビタミンやミネラル、
必須アミノ酸が不足してしまいます。特に換羽や産卵で蛋白要求量が増える時期に、
食餌の中の蛋白質・必須アミノ酸が不足すると、それを補うために食餌を過剰に摂取
するため、肥満になってしまいます。
そして、食餌の中のヨード不足により甲状腺機能低下症が起こります。

迫り来るメタボリック
シ
糖
ン
尿
脂
ド
病
肪
ロ
動
肝
－
脈硬化
ム

甲状腺ホルモンは代謝率を上げるので、不足するとこれも肥満の原因になります。

その③
その③ 高脂肪食
ヒマワリ、麻の実、サフラワーなどは鳥が好んで食べますが、非常に脂肪分の多い

Σがびーん

食餌です。小型の鳥のミックスシードには多く入っている事もあるので注意が必要
です。

その④
その④ 過食
雌に多く見られます。発情すると産卵の為、食餌の摂取量が多くなります。
飼育下では持続的に発情してしまう子も多く見られるので、そのため肥満が起こって
きます。

写真左側が高脂血症の鳥さん、右側が健康な
鳥さんの血液です。高脂血症の鳥さんの血液の
半分以上が脂肪(画像の白い部分)で、
ドロドロの状態です。
（画像:Brisbane Bird Vet）

こうならないためにも、
こうならないためにも、規則正しい
規則正しい生活
しい生活・
生活・
食餌をこころがけましょう
をこころがけましょう。
食餌
をこころがけましょう
。
白い部分全てが
脂肪です∑ (ﾟД ﾟ) !
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ダイエット・・・
しなくちゃ・・・

果たしてぶぅちゃん
の運命は！？

待て、次号！！
次号！！

今回は
お客様やボランティアさんとして、ＴＳＵＢＡＳＡが
何度もお世話になっている平田様とあとる君のお話です。
バードランには何度も来ていただいている鳥さんですが改めて、
どのような毎日を送られているか聞いてみたいと思います。

こんにちは。私はコザクラインコの女の子(9 才)とコミドリコンゴウインコの
男の子(4 才)と暮らしています。
今日はあとる＠コミドリコンゴウとの事についてご紹介させていただきます。

あとる君

コミドリコンゴウと一緒に暮らすことになったのは、たまたま見かけたコミドリ
コンゴウの画像に一目ぼれしたのが、そもそものきっかけです。いつかお迎えが
できたらと、色々情報を集めたり、ショップ等をのぞいたりしていました。
そんな時に出会ったのがあとる君です。それまではコザクラインコより大きな鳥と
暮らしたことがなかったので不安などもありましたが、自分の年齢やコミドリ
コンゴウの一般的な寿命を考えたら、今がよいタイミングなのかもと思い、
お迎えを決意しました。

「おしゃべりしますか？」と良く訊かれますが、答えは「します」です。
（発音は微妙ですが…。
）
ボギャブラリーは「あとる～」
「おいしい？」等であまり多い方ではないと思います。
最近のブームは「コラ」らしく、よく「コラ、コラ」となぜか怒られていますが、外出の際に「気をつけてね～」
と言ってくれるのが嬉しいです。でも一緒に暮らしているコザクラさんの鳴きまね(？)が一番上手だったりします。
あとる君と一緒にいて、鳴き声などの大変なこともたくさんありますが、良かったと思う事は数えきれません。
そばに居てくれるだけで本当に幸せな気持ちにさせてくれています。

愛鳥さん
愛鳥さんをお
さんをお迎
をお迎えして…
えして…。
我が家の鳥さん達は 100％私の希望＆都合でお迎えした子達です。
彼らは私にたくさんのそれこそ大小様々な幸せをくれています。
そんな彼らがせめて少しでも日々を幸せだと感じてもらえるように
家の子で良かったと思ってもらえるように努力していきたいと思っています。

バードランでまったり

2012 年 7 月、元ペットショップから TSUBASA に来る事となった 95 羽の鳥達。
HP やブログ、過去の回覧板等、様々なところで話題に上がったため、ご存知の方も多いと思います。
厳しい環境で育ち、多くの方に支えられ、辛い投薬生活を乗り越えた彼らが、2012 年 10 月に自らの
幸せをつかむ為、里親会に参加しました。一週間にも渡る長い里親会を行い、新しい家族とめぐり
会えたのは全部で 74 羽。実に 9 割近くの鳥達が TSUBASA から里親さんの元へ卒業して行きました。
里親会当日は、平日にも関わらず、朝から沢山の方にお越しいただきました。スタッフが総動員
したにも関わらず、希望の鳥に申し込みをするのにも、長い時間お待ちいただかなければいけないほど。
中には希望の鳥が重なり、里親さんを決めるためのお話し合いを設ける場面も多々ありました。
今回の里親会で残念ながら里親さんとめぐり会えなかった鳥達も里親会
終了後に家族と出会う事ができ、2013 年 1 月 1 日現在、里親さんを探し
ているのは十姉妹が 10 羽のみとなりました。

95 羽里親会
たくさんのご支援を頂き
本当にありがとうございました。
当初はたくさんあったケージも最終的には 2 つのみになりました。
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開催日：
2012 年 10 月 22 日～28 日
参加羽数：86 羽
里親決定羽数：74 羽
参加人数：数え切れないほど

2013 年 1 月現在決まっているイベント
■2 月 24 日(日) ＮＰＯ法人ＴＳＵＢＡＳＡ総会
於：株式会社ロムテック（埼玉県新座市中野 2-2-22）
対象者：2012 年度 TSUBASA 会員 正会員・名誉会員の皆様
■3 月 10 日(日) 第６回 TSUBASA フォーラム
2012 年の TSUBASA の活動報告会と 2013 年の展望を
お伝えさせていただきます。
於：国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ青少年総合ｾﾝﾀｰ（東京都渋谷区代々木神園町 3-1）
■5 月 6 日(月・祝) 第８回 TSUBASA セミナー
講師：海老沢 和荘 先生（横浜小鳥の病院 院長）
於：国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ青少年総合ｾﾝﾀｰ（東京都渋谷区代々木神園町 3-1）
■6 月 16 日(日) 第１１回 TSUBASA シンポジウム in 福岡
with とりッずフェア
講演者：片岡 智徳 先生(あゆとも動物病院 院長)
菰方 順子 様(株式会社ｱﾆﾏﾙ・ﾜﾝ 代表取締役) 他
於：天神チクモクビル（地下鉄天神駅から徒歩８分）

2013 年 TSUBASA 会員募集中!

明日もきっと
明日もきっと
歳をとると昨日食
べたものも思い出
せなくてのう

ペレットだと思うよ
昨日の昨日は
なんだったかのう

ペレットだと思うよ

告知
詳細
お申込

むう、やはり
歳 はとりたくな
いもんじゃのう

TSUBASA の趣旨をご理解いただき、その活動に賛同してくださる方を募集して
おります。入会時には鳥の世話情報や海外の飼養関連情報が詰まった教育パックを
お届けいたします。会員年度は 1 月から 12 月まで。途中入会も可能です。
【特典】 ・各種イベントの割引＋優先予約ができる
・HP 内の会員専用ページを閲覧できる
・各種情報をいち早くお届け
・入会時に教育パックをお届け

TSUBASA ホームページ：http://www.tsubasa.ne.jp
TSUBASA みらくる日記：http://ameblo.jp/tsubasa0615
Email：tsubasao615@gmail.com
TEL：080-3939-0615

編 集 後 記

こんにちは、TSUBASA の河村です。回覧板をご覧
いただき、誠にありがとうございます。皆様のお役に
立つ情報がございましたら、幸いです。今号も盛り沢山の内容で、実は納まりきら
なかった記事があります。去る 2012 年 11 月に来日されたペパーバーグ博士と、
ヨウムの空ちゃんが挑戦する「モデル/ライバル法」によるトレーニング方法につい
ての記事です。こちらは、次号のお楽しみということで！また、皆様に次号もお読
みいただけたら嬉しいです。

TSUBASA・
TSUBASA・とり村
とり村
●営業時間
1階
2階

10:00～17:00
11:00～15:00

（大型部屋のみ 11:00～1３:00)

●定休日

毎週木曜
（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、
11:00、12:00、13:00、14:00 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

ていうか、僕達
ほとんどペレッ
トだと思うけど

「とり村回覧板１２号」は
２０１３年４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。
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