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鳥さんをお迎えするときは勉強してね。

そして、鳥さんののこと知らない人達にも
鳥のことを沢山伝えてね。

じゃないと、僕たち、いたずらしちゃうぞ

空が清く澄みわたった秋の季節になり、朝⼣冷え込んでまえりました。
皆様は、どのように過ごされてますか。
今回は、NPO法⼈ハッピーインコのロゴマークの作者様への質問と活

動に対する思いをご紹介させていただきます。そしてNPO法⼈ハッピー
インコのメンバーの活動のへの思いを紹介いたします



ルーナちゃん
（コザクラインコ）

幼い頃、田舎（福井県小浜市）ではハトを飼育していました。

その頃から大空を舞う鳥が好きなりました。

その後、インコへ。かなりの数がいて安らぐ時間を得ていました。

飼育に関してあまり詳しくなく、結果猫の被害に合い、手放すことに

…鳴き声が印象に残っています。

ハッピーインコを、どのようなきっかけで知ったのですか？

今後、ハッピーインコに期待することはどんなことですか？

ロゴマークを車の窓に貼ってくださっています！ 様

ロゴマーク 制作者

居関 孝男 さん にお聞きしました！

ユーチューブを閲覧していて、どこからかハッピーインコがヒット。

芳賀さんの活躍を知ることになりました。

ご自身と鳥さんとの関係は、どのようなものですか？

テレビ等で会話を交わすインコが目立ちます。私どもは手どまりにすること

ができましたが、話すことはできませんでした。

笑顔があふれる芳賀さんのインコに対する愛情には驚いています。

日本国中の方々に、人と共生するインコをアピールして頂きたいと思って

います。

居関 さん ありがさとうございました！



すいいろさんのイラスト作品

イラストレーター
すいいろさん

シンボルマーク 制作者

すいいろ さん にお聞きしました！

すいいろ さん ありがさとうございました！

ご自身と鳥さんとの関係は、どのようなものですか？

子どもの頃からの憧れで‥身近で、親しみがあり、癒される存在です。
野生の鳥でも、ペットの鳥でも同じにです。

また、ペットとしてオカメインコを10年飼っていた事もありますが、

小さいながらもその存在はとても大きくて、沢山の事を教えてくれる、
良き家族で、先生でした。

なので、私にとっては憧れの先生と生徒、となります(笑)

ハッピーインコをどのようなきっかけで知ったのですか？

インターネットでイラスト公募と検索していて、偶然辿り着いたのがハッピーインコさんでした。
（実はその時、前述のオカメインコが危篤状態だったので、運命のようなものを感じました）

こんなボランティアがあるのだな、鳥への愛が溢れていていいなと思ったのをよく覚えています。

今後、ハッピーインコに期待することはどんなことですか？

私は鳥に関する知識が100点満点ではない状態でインコを飼い始めたので、
共に歩んでくれたインコにはきっと、沢山、苦労や気を遣わせてしまったと思っています。

それでも寄り添って生きてくれたインコには、感謝と、感謝しかありません。

鳥は、大きな愛情と経験を人間に与えてくれます。本当にありがたくて言葉にできません‥。

だからこそ私は、ハッピーインコさんの掲げる
「インコの正しい飼育方法や付き合い方を、楽しく伝えるNPO法人 ボランティア活動です。

「鳥さんたちの楽しい講演会」を開催して、たくさんの人に鳥さんの事を正しく知ってもらいたい」

この言葉がどれだけ大切か、よく分かります。
ハッピーインコさんには、これからも鳥についてを発信して欲しい！です。



理事として全くと言っていいほどハッピーインコに貢献
できていませんが、これから頑張ってい こうと思ってい
ます。皆様どうぞよろしくお願いします

NPO法人ハッピーインコの理事となって

理事 黒岩 保

「鳥の世界を良くしたい！」という代表の言葉を聞き、2つ返事で「協力させてください！」

「理事やります！！」と言った黒岩です。

私は現在、5歳のヨウム、３歳のオオバタン、10歳のタイハクオウムと暮らしています。

楽しくも、うるさく、騒がしい毎日を送っています。

鳥の世界を良くしたいと言いながらも、何をどうすれば鳥の世界を良
くすることができるのか？ 自分に何ができるのか？ を迷う毎日です。
私は九州に住んでいて、少しづつ地域の鳥飼いさん達とつながるこ
とができました。鳥のロス トがあったときは一緒に探したり、皆さん
の愛鳥と一緒に公園を散歩会をしたり、講師を呼んで 学習会をしたり
少しづつ鳥のことを学んできました。

その中でわかったことは、鳥は心豊かで、知恵があり、

純粋で臆病、そして人を愛していると言うことでした。
人もこの愛情に報うべく鳥を愛していかなくてはならな
いと思います。

先ほど紹介させていただきました、うちの3羽の鳥ーズですが、どの子も愛情

深く素晴らしいコンパニオンバードです。私はこの子たちと触れ合うとき、
感じることがあります。
それは「この素 晴らしい鳥達を自分だけのものにして良いのか？」と言うこ
とです。 この子達の素晴らしさを広げたい、皆さんに知って欲しい、そうい

う思いの中から出会ったのがバードセラピーです。
「鳥が人を癒す」なんと素晴らしいことでしょう。そしてその鳥の活動は周
りの人を巻き込 み、人が鳥の生態を知り、鳥の世界が広がっていくのです

簡単に説明しましたが、もっともっと奥の深い世界だと

思います。私はNPO法人ハッピーインコ の活動の一つ
として、この愛すべき鳥と一緒に活動することができな
いか？と言うことを探求していこうと思っています。

理事さんにお聞きしました！



ハッピーインコの広報をやっています

オカメと文鳥を約10年飼っている、広報部担当の林 伸行です。

10年ほど前、何か癒してくれそうな動物を飼いたいなーというところで、ネット
を検索しまくり、鳥さんが良いと決めて今に至っております。

そんな感じで、ネットで色々調べているうちに、埼玉で活動されているNPO法人
TSUBASAさんの活動も知っておりました。

勿論、世の中の沢山の鳥が、大変不幸な目にあっているっていう事実も知っては

いましたが、その時は、鳥を飼う以上、そのレスキューよりも、自分が育ててい
るオカメと文鳥を幸せに育てるのに一生懸命でした。

そんなある日、ひょんなことから、ハッピーインコが「鳥さん
の事を知ってもらい、沢山の人に鳥さんを飼ってもらいたい」

という趣旨で、NPO法人の設立を計画されていることを知りま
した。

私は、以前より、TSUBASAさんは良い活動をされているけど、

活動拠点が埼玉県であるというところで、九州にもこのような
団体が有ればいいなー、って思っていたところに、ちょうど

ハッピーインコさんの記事を見つけたわけです。
もうこりゃ、「カモがネギ背負って来る」違う違う、「渡りに

船状態」ってことで、すぐに連絡を取り、今に至っています。

今はコロナ渦で、広報の仕方が非常に難しいんですが、知恵を
出し合って少しずつ前に進んでいきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

私は、職業が音楽関係で、ホルンという楽器を吹いています。また、
ドイツへの留学経験もあり、日本でいう動物愛護法にあたる法律が本当

に厳しく位置づけられていることを目の当たりにしてきました。
ペットチョップで売られている生体は、精々ウサギ、チンチラ位でしょ

うか。

あと、あまり知られていませんが、森の中を車で走っていると、よく鹿
とかに遭遇します。

ドイツの道交法にきっちりと「走行中、動物と遭遇した場合、安全確保
のため必ずライトは下向きにしなければならない。」と明記されていま

す。（違反すれば勿論罰金です）

これは、ライトが上向きだと、動物がライトを見て立ち止まってしまう。
というのが理由だそうです。

日本も早くこのような心の通った法律が出来るよう、頑張って行きます。

（プチ情報）
私がやっているクラシック音楽には、いろんな場面で鳥が登場します。

ベートーヴェン作曲交響曲第6番「田園」の第5楽章。第4楽章が「嵐」になってい
て、その嵐が過ぎ去った後、フルートが小鳥、クラリネットがカッコーを楽しそう

に奏で、ホルンは残念ながら鳥ではないですが太陽が指してくる森の様子を描きだ
し、5楽章の「牧歌 嵐の後の喜ばしい感謝の気持ち」へと続いて行きます。

ご興味のある方は、ぜひ聴いてみてください。

林 伸行

理事さんにお聞きしました！



会員さんにお聞きしました！
鳥さんの世界が良くなるように100のアイデア・アンケート
（副題）鳥さんの世界が良くなるために、当NPOは、どうしたらよいか！？

当NPO法人は、「鳥さんの世界がよくなるように！」という理念のもと、立ち上がり当初の現在、

手探りで活動を進めています。そこで、皆様に広くアイデアをお伺いしたいと思っています！

鳥を見れる病院との提携＆紹介 鳥用品の充実したサイト 鳥を販売しているショップの状況把握＆指導

長生きするオウムやオカメインコ他を、飼い主が老齢化すると飼えなくなったり、家族にアレルギー歴があったり、ア
レルギーを発生したりして、やむを得ず鳥たちを手放し里子に多く出しているのを見ると心が痛みます。

無理かもしれないけど里親制度を作り、例えばペットショップとかで購入する前に、遠い将来に年齢的な事やアレル
ギー等で、飼えなくなってしまった時のために先に里親制度に申し込みをしておくような仕組みを作って不幸な鳥た

ちが行き先を失わないような感じのものが有るといいなと思う

①鳥用GPS装置の開発。すでにハトや鶉の調査のために開発販売されている製品はございます。ですが、小鳥向
けの大きさでは無く、ロスト解決のために、獣医師、開発メーカーと共同で、小鳥用のGPS機能付きのマイクロチップ

の開発のためにクラウンドファンディングで寄付を募る。環境省が推奨しているマイクロチップはGPS機能が無いの
で、ロストには無意味です。製品が出来上がったら販売鳥にはGPS機能付きのマイクロチップの義務化。GPS機能付

きのマイクロチップが装着（埋め込み）が無い鳥の販売は禁止とする。開発と同時に政府に容認頂けるように外堀固
めが必要です。

②PBFD、BFD、鳥クラミジアなどのテストキットが通販で既に販売されています。これを国の補助を受ける形で、鳥

飼さんに一部価格を補助する形で配布する活動。犬猫の場合、去勢には市町村によって補助金額は異なりますが、
この制度のお陰で利用しやすくなっています。野良猫の保護活動のNPO法人の場合は、去勢などは一般とは違う

団体での割引があると伺っています。獣医師、保健所に協力頂いて働きかけをする必要があります。※飼い主さん
が動物病院へ出向いて検査をしてもらうより、お値打ちでなくてはなりません。

③発情抑制のホルモン剤注射の補助金制度。または、発情抑制のホルモン剤の飲み薬の開発。（既にありますが、

副作用もあり効果がもう一つだという話が多いです）横浜小鳥の病院の海老沢先生が色々と研究機関を使って、鳥
の病気の薬などを開発されています。NPO法人として開発研究への参加。多くの鳥飼さんのお悩みは発情抑制に
ついてです。その開発費や補助金に充てるためにクラウドファンディングで寄付を募る。

④各都道府県毎の鳥を診てくれる動物病院（研究機関）の紹介斡旋活動。獣医師会に協力頂きながら、スマホア

プリを使った利用者の獲得。有名病院だけに患者さんが集中するのでは無く、身近なアンシンネットワークが飼い主
さんには必要です。スマホアプリの開発にクラウドファンディングで寄付を募る。

以上、４つ提案させて頂きました。

啓発活動には、漠然とした目標では無く、具体案が必要だと思います。バルーンフェスタはこういった活動後の

『NPO法人としての活動報告の場』であるべき事ではないでしょうか？これからの活躍に期待しております。しっかり
先導して頂きますように心よりお願い申し上げます。

尚、ご提案ですが、爬虫類展（レプタイルズ、エキゾチック生体販売イベント）などへは、出展料もお値打ちですので、

こうした啓発活動のための出展をお勧めします。一般の方というよりは、出展のメーカー、ブリーダーと早く繋がった
方が目的のためには早道ではないかと思い、以前より提案させて頂いております。表に出て来る顔の見せられるブ
リーダーは、かなりの責任感を持って生体販売をしております。

危険なのは、そのブリーダーに卸す隠れた問屋業のブリーダーです。このアンダーグラウンドの結束意識はかなり強

硬ですので、ここを改善しない限り、芳賀さんの広い意味での目的には、なかなかたどり着けないように思います。ぜ
ひ、会場のお客様の熱気や買い気を肌で感じて頂きたいです。とにかく買う側の年齢が若いですから、将来的な教

育が必要です。そこをターゲットにしたいところです。



NPO法⼈ハッピーインコ
会員募集中
⼊会⾦1,200円
年会費1,200円

会員さんにお聞きしました！
鳥さんの世界が良くなるように100のアイデア・アンケート

ハッピーインコ監修のインコ本を出版

ハッピーインコのサイトで鳥さんの為の質問コーナーを作り誰でも利用できる開けたサイトにする

① 会員さんの繋がりを持つために、交流会を開いたらいいのでは。知識を持つために、勉強会や相談も出来たら
良いと思います。

② 色々な会員さんに委員会に参加してもらえるようにしたら良いと思います。

③ 地道にお金を増やすために、グッズを販売を始め、You Tubeで伝える。

ペットショップ等へ鳥の飼い方冊子を無料提供(メールでデータの提供等)・鳥の飼い方について、イラスト等を用い
た動画作成、拡散・解説付き有料(ボランティア価格)ふれあいイベントの開催

鳥さんの世界が良くなるように、小冊子でもいいので(チラシでもいい)、NPOの紹介も兼ねて本があればいいなと

思いました。本の内容は、NPO法人が何が一番したいかにもよるのかな。と思います

・犬猫ではなく鳥を介した“いのちのほん”
・飼う前に学びましょう

・レスキュー
・飼い主が何かあった時の次の里親制度のかけはし(一時・終生)

・今と昔の鳥の飼い方の違い
・長寿の鳥について

・鳥の病気について
・ブリーダーの意識改革

・鳥の値段改正

鳥の保護団体や相談所は、鳥を飼育されている方でも知らない人が多いので、ハッピーインコの活動を知ってもら
う為に、まずは鳥飼いさんに知ってもらう。
そして、TSUBASAのイベントなどに置いて手に取ってもらい、少しずつ認知を広めていく、ハッピーインコの活動を

知って同じように思っている方が手伝ってくれるようになれば、もっと沢山の知恵が増えるかなと思いました。

免許制や講習も良いなと思いますが、自転車運転でさえないし、犬猫でもないので今の状態ではまだ早いかなと
思います。

TSUBASAでは出来ないことを、ハッピーインコで補い、お互いに歩み寄りながら活動を広げていくのもいいなと思

います。

いつも、ありがとうございます。
会員としての希望は、自分に何かあったとき等々、連絡先をハッピーインコさんに鳥さんの詳細をきちんと書いて

「メールとか」渡すという計画を実行して欲しいです。
何があるか解らない世の中なのでよろしくお願い致します。
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NPO法人ハッピーインコ
会員募集中
入会金1,200円
年会費1,200円

会員さんにお聞きしました！
鳥さんの世界が良くなるように100のアイデア・アンケート

いつも大変お世話になります。 今日息子の運動会でしたので、5歳の娘と応援に行ってきました。娘がうさぎを見

に行きたいと言うので、小学校で飼育しているうさぎ小屋に娘を連れて行ったのですが、たくさんいるうさぎ達は、と

てもお腹がすいている様子。そこらに生えている草を摘んで娘が網の隙間から与えるとウサギたちが我先にと娘が

つんだ草に群がってくるんです。うさぎ小屋にはごはんは何も入ってませんでした。娘が草を摘んでは与えていたら、

近くにいた女子が娘にうさぎの餌はキャベツじゃないとダメなんだよと言っていました（アブラナ科の野菜はグルコシ

ノレートという成分が含まれているので食べ過ぎない方がいいです）以前教頭先生にうさぎに与えている食べ物を聞

いたのですが 給食の残飯というお返事でした。その女子もそれが普通と認識しているんだと思います。 去年、鳥

を飼えなくなったらどうしているのかふと気になり 県庁に聞いてみたら とり、、、やきとり？？？みたいな勢いで い

やいやインコオウム文鳥等ですと言うと あ～！！ペットショップが引き取っているんじゃないですか？？？でした。

当地は、へき地すぎて都会のようなお店がないので、昔ながらの小鳥やさんばかりです。 一人の力ではどうしようも

ないのでNPOとして小学校 保育園幼稚園 愛護センターや市役所などに出向いて 地道に啓発活動をしていくし

かないのかな、、、と今は思っています もっとパワーのある考えがあればいいのですが、、、というかもっと生き物を

大切にしてくださる人が増えると嬉しいのですが 田舎の当地は、犬ですら食料の一つという考えに姑は近いので

"(-""-)"子供の頃からの環境とか教育が大切なのかな？ いつも愚痴っぽくなりすみません。 鳥との暮らしがもっと

良くなりますように！！！

①鳥さんのごはんについて研究(私が今、一番興味のあるテーマです)。ペレットだけでなく、シードの知識を深め
て 鳥さんの健康を皆が興味をもつ。

②フォージングを通して、鳥さんの体力向上、脳トレ。

③鳥さんの衛生を保つ為の情報交換。

最近加入したばかりで、もしかしたらトンチンカンな回答をしてしまっているかもしれません…。

アンケート楽しいですね^_^ 正会員の皆様、運営者の芳賀様 よろしくお願いします。

①一人がいくつものカテゴリーになるべく所属しないようにする。(部署を決めて活動した方が続くのではないか？)

②運営会議では、各部署代表が進捗状況を報告し、短期の目標を発表する。

③コロナが終わるまではネット上の活動が中心となると思います。ネット上でできる業務を考えていく。

1ヶ月に1羽の鳥さんを徹底的に色や習性を調べ、学びにもなるし楽しい学びになる。

YouTube、Instagramなどの情報を広げて知らなかった情報などを知ることが出来る。
考え方を変えて...バルーンを大きなものではなく小さなものにして数を増やす、子供がバルーンの鳥さんの顔を

触れるくらい。


