
  NPO 法人ドリームキャット 

 

１、あしながさん募集について 

房総半島（千葉県）の漁港には飼い主のいない不幸な猫達がたくさんいます。

保護して里親さんを募集していますが、病気や年老いた猫たちの里親さんを見

つけるのは大変難しい。 当会では時間、資金のある限りを費やして一匹でも

多くシェルターに保護して残された時間を暖かく見守ってあげたいと一生懸命

お世話をしています。 
しかしながらこれ以上のより多くの命を救いたくても、残念ながら私達にはそ

の子の一生を守ってやれる資金が不足してきました。  
離れていても親のように特定の猫に愛情を持ち幸せを願い援助金という形で支

援してくださる方をお待ちしております。 
  「里親」でなく、「養い親」になっていただくものです。 
 

２、お申し込み方法 

金額：一口 1000 円～何口でも助かります。 
期間：出来るだけ長くお願いできればと思っています 
どうぞよろしくお願いいたします  
 

３、振込み先およびお問い合わせ 

  郵貯銀行 
  普通預金 口座番号：10120-49493511 ドリームキャット 

千 葉 銀 行 
那古船形支店 普通預金 口座番号：3220207 ドリームキャット 

楽 天 銀 行 
第二営業支店  普通預金 口座番号：706811 ドリームキャット  

NPO ドリームキャット事務局 
        電話：0470-27-7130 
     



猫の番号 名前 性別 毛色 体格 特徴等 写真 不妊・去勢手術 あしながさん

1 よしお オス 茶白 中肉 目の位置が中心によっている 済み 

2 キチ オス 茶白 普通 尻尾が長い 佐藤さん

3 リョウ オス 黒白 やせている 鼻の上が黒い

4 グー オス グレー 小柄 ロシアンブルーのミックス

5 チャチャ オス 茶白 中肉 鼻の周りが茶色 田中さん

6 ボス オス グレー　茶白 中肉 左耳が垂れている 済み 

7 ソラ メス 黒白 普通 目がグリーン 済み 

8 パク メス 黒白 普通 鼻の下から首にかけて白い

9 ムー メス グレー白 普通 鼻が茶色 済み 加藤さん

10 タマ オス 白茶 普通 尻尾が太い
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猫の番号 名前 性別 毛色 体格 特徴等 写真 不妊・去勢手術 あしながさん

11 ミルク メス 白 痩せ型 細目、耳色が薄茶

12 シロ メス 白 小柄 良く尻尾を回す 済み

13 ユメ メス ミケ 普通 目の周りが黒い 済み

14 ゴン オス 薄茶 中肉 長い毛 済み

15 アオ オス 白茶 普通 目が青い

16 ミー メス ミケ 普通 頭から背中がミケ模様

17 カコ メス ミケ 普通 首周りが白い 済み

18 カオ メス 白グレー 普通 尻尾と頭がグレー

19 ミロ メス ミケ 普通 左目の周りが黒

20 アイ メス サバ 普通 左目が白
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猫の番号 名前 性別 毛色 体格 特徴等 写真 不妊・去勢手術 あしながさん

21 ヒコ オス 黒白 普通 上鼻が黒い 済み

22 イチゴ メス ミケ 痩せ型 背中がミケ模様 済み

23 トコ オス 茶白 中肉 尻尾が短い 済み

24 コト メス サビ 普通 左前足の先が白い 済み

25 クー メス グレー、白、薄茶 普通 尻尾が長い 済み

26 ミク メス サビ 痩せ型 黒色が多い

27 サチ メス サビ 普通 顔部が薄色

28 サコ メス サビ 普通 顔部が薄色

29 アンズ オス 黒 普通 目がグリーン 済み

30 マリ メス キジトラ 普通 タヌキ顔 済み
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猫の番号 名前 性別 毛色 体格 特徴等 写真 不妊・去勢手術 あしながさん

31 テス オス キジトラ 中肉 毛が長い 済み

32 ボク オス グレー白 中肉 顔が大きい

33 クリ オス グレー白 中肉 目が細い

34 サム オス グレー白 中肉 耳が大きい

35 チコ オス 黒白 中肉
鼻の下にひげ

模様あり
撮影できず

交通事故で永眠 済み

36 ショウ オス 白グレー 中肉 シッポが短い
撮影できず

交通事故で永眠 済み

37

38

39

40
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猫の番号 名前 性別 毛色 体格 特徴等 写真 不妊・去勢手術 あしながさん

41 メグ オス

白
耳、尾薄

茶 中肉
右目がデスメ

膜りゅう 済み 鈴木

42 チャコ オス 茶白 中肉
首の辺りからお腹

かけて白い 済み

43 キー メス キジトラ 小さい
顔全体に黒い

毛が多い 済み

44 ミヨ メス ミケ 小さい 鼻にホクロがある 済み

45 マメ メス ミケ 小さい 鼻の部分が黒い 済み

46 モン オス 白黒 中肉 シッポが短い 済み

47 ハナ メス
グレー

白 小さい 鼻がピンク色 済み

48 ジロー オス 黒白 中肉 鼻の下が黒い 済み

49 オー オス 黒白 中肉
　首のあたりが少し
　白い 済み

50 ノン メス キジトラ 小さい シッポの毛が長い 済み

地域猫 リ ス ト５



猫の番号 名前 性別 毛色 体格 特徴等 写真 不妊・去勢手術 あしながさん

51 クロ メス 黒 普通 毛が長い 済み

52 ツヨシ オス 白黒 中肉 シッポが黒い 済み

53 ニコ メス サバ 普通 顔が丸い 済み

54 サン サバ 中肉 耳がとがっている 済み

55 レオ メス グレー白 小さい 鼻が黒い 済み

56 マミ メス ミケ 小さい
　鼻から首にかけて
　白い 済み

57 チビタ 白黒 普通 鼻が黒い 済み

58 コー ミケ 普通 手足が白い 済み

59 モモ 黒 小さい 顔が小さい 済み

60 チビ 黒茶 普通 顔が平べったい 済み
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猫の番号 名前 性別 毛色 体格 特徴等 写真 不妊・去勢手術 あしながさん

61 リキ メス サバ 普通 左目が小さい 済み

62 ユウ メス キジトラ 小さい 左目が白い 済み

63 リンゴ メス サバ 普通 顔が三角形の形 済み

64 ジャイアン オス 白 痩せ型 頭の上がアレルギー 済み

65 スズ メス 黒白 小さい
　　いつも鼻水を
　　出している 済み

66 レモン メス シャム 普通 目がブルー 済み

67 イクラ メス 黒 黒 首の所が白い 済み

68 フク オス 白黒 白黒 シッポが長い 済み

69 チロリン オス 白 白 目が小さい 済み

70

地域猫猫 リ ス ト 7



猫の番号 名前 性別 毛色 体格 特徴等 写真 不妊・去勢手術 あしながさん

101 クロベー オス 黒茶 痩せ型 髪が長い

102 クロマル メス 黒茶 痩せ型 首が茶

103 クリーム オス 白茶 中肉 鼻上が茶色

104 ジャッキー メス キジ 普通 鼻が黒い

105 サバ オス

106 トラマル メス 茶白 中肉 鼻がピンク色

107 ミケ ？

108

109

110
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