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回答者基本情報

PAWSOME CAT MATES

回答者の立場

出陳者 70

クラブ代表者 12

ジャッジ 10

回答者の年代

２０代以下 4

３０代 8

４０代 21

５０代 31

６０代 14

７０代以上 5

回答者の地域

北海道 3

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県 1

栃木県 4

群馬県 3

埼玉県 8

千葉県 11

東京都 18

神奈川県 12

新潟県

富山県 1

石川県

福井県

山梨県

長野県 3

岐阜県 2

静岡県 4

愛知県 9

三重県

滋賀県

京都府

大阪府 2

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県 1

山口県

徳島県

香川県 1

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県



Q1：コロナ禍の状況下でキャットショーへ出陳することに不安はありますか？

その他意見

ある

75%

どちらともいえない

16%

ない

7%

その他

2% 回答

ある

どちらともいえない

ない

その他

ある 62票

どちらともいえない 13票

ない 6票

その他 2票

PAWSOME CAT MATES

・3蜜を回避する対策をし、猫会からの感染者を出さない意識を
共有する事

・・対策をしっかり行った上で行うべきだと思います。



Q2：年内にキャットショーが開催されたら出陳しますか？

しないを選んだ方の意見

する

17%

どちらともいえない

36%

しない

40%

その他

7%

回答

する

どちらともいえない

しない

その他

する 14票

どちらともいえない 30票

しない 33票

その他 6票

PAWSOME CAT MATES

・ショーに出陳することで感染した場合、
他の猫にも感染するリスクが高い為。

・go to キャンペーン等の国の方針とは異なり、現状、
各県知事から都民の移動自粛が望まれている為。
また、逆に東京都でショーが主催されるような場合でも、
感染症が流行する寒冷期には他府県からの移動も
厳しくなるのでは。

・ショー会場が基本的に東京で、
現状の東京に新幹線に乗り行くのは正直怖い

・現在3密を避ける時です。
出来ればワクチンの開発された後に再考することが
良いのです。

・・個人的にキャットショーどころではない



Q2：年内にキャットショーが開催されたら出陳しますか？
しないを選んだ方の意見
・コロナが終息していない現在、新型コロナに感染をした場合、本人ばかりか、周りの人にも苦しみを与え、医療現場の崩壊につながる危険がある。
ショーは楽しむもの、不安がある中で開催されるべきものではない。

・お互いに感染リスクが有りすぎるからです。自分達が良くても、家族や従業員(会社)への影響が心配です。

・新型コロナの終息若しくは季節性感染症(インフルエンザ)の様に日常生活に入り込んでいる状況下で薬やワクチンで寛解できる様であれば安心できるが、
現状では明日は我が身になり得る。

・コロナ感染拡大下でのキャットショー会場は感染リスクが高く、危険を犯してまで出陳すべきではないから。

・感染が収まるとは思えないから

・コロナ渦の中で猫を連れての移動困難や蜜になる恐れがある為に不安が拭い切れない。

・身近の高校でコロナ感染者が出ました。学校休校、濃厚接触者PCR検査、など大変そうでした。周囲へうつさない配慮まで考えると年内ショー参加は難しいです。

・一般的にワクチンや治療薬が広まってからではないと趣味の世界としてのキャットショー出陳はリスクがあると思うので。

・キャットショーは好きなので行きたいけれど、キャットショーより優先しなければならない事があり、新型コロナ感染のリスクを少しでも避けたいから。

・今の感染者増加にある状況ですと、子供もまだ小さいことと、主人が自営業なためコロナに感染してしまうと大変なため、年内のショーに参加するのは不安があります。

・高齢の両親と同居していて、父が呼吸器疾患だから。

・移されるのも困るが移してしまう危険も有るから。その場合人命にかかわる責任をどうとって良いのか分からない為。

・感染リスクが高く、症状なく移してしまう危険があるため。

・無症状で感染していることに気付いていない方もみえるので怖いです。自分か感染し、家族にと思うと無責任な行動はとれません。

・最近感染が広がって来ているので感染の心配が少しでも自分の中に有れば出陳するつもりは無い。

・状況が改善していない。

PAWSOME CAT MATES



Q2：年内にキャットショーが開催されたら出陳しますか？
しないを選んだ方の意見
・出陳出来る子がいないため

・感染拡大が、年内に収束するとは考え難いから。

・もしも私が感染した場合、仕事にも支障が出ますし、持病のある高齢者とも接触せずにはいられない生活環境である為、
感染の可能性が低いもしくは対策がきちんとなされている場合でなければ出陳は出来ません。
また、仕事で移動が多い私の場合、自分が無症状感染者になっている事も考えられます。そういった意味でも出陳は出来ない…と言う考えを持っています。

・イベント再開ですでにクラスターが発生しているため

・特に今 首都圏で これだけ陽性者が出ているので 考えられません。逆に恐くないのですか？

・集団感染でキャットショーが関わってしまうと、今後の開催にも大きな影響が出ると思います。

・小さい子どももいるので不安がある場所に行くのは避けたいです。

・密になるショー会場で長時間居る事が心配。

・新型コロナウイルスの正体の解明が進んでいない事。感染の状況がしっかり把握されていないので,現在の対応策は本当にこの先も使えるのかどうか。
マスクも消毒でも本当に防げるかどうか疑問だからです。

・猫、人共に感染が怖いため

PAWSOME CAT MATES



Q2：年内にキャットショーが開催されたら出陳しますか？
その他選んだ方の意見
・出来れば、車で行ける範囲が?と思います。

・開催場所によって決めたい

・出陳者ではない

・ガイドラインを作成し他の業種とも遜色の無い物を作り順守する

・コロナが通常生活での感染はそう心配ない程度まで収束すれば参加いたします。

PAWSOME CAT MATES



Q3：今後キャットショー再開はいつ頃が良いと思いますか？

その他意見

９月以降

14%

来年以降

23%

来年度以降

28%

その他

35%

回答

９月以降

来年以降

来年度以降

その他

９月以降 12票

来年以降 19票

来年度以降 23票

その他 29票

・その地域の感染者数が少ないところなら開催してもいい。
ただし、感染者数の多いところからの出陳は控えていただく。

・ワクチン・治療薬が出来、感染者数も少なくなり安定の兆しが
見えてきてから安心してショーを楽しめる時期を待ちたい。
猫の感染を気にしながらの出陳は、単にオーナーのエゴです。
猫の安全を守るのがオーナーとしての義務だからです。

・状況をみて判断が良いと思う

・新型コロナの終息若しくは季節性感染症(インフルエンザ)の様に
私たちの日常生活に入り込んでいる状況下で薬やワクチンで
寛解できる様であれば安心して出陳出来る。

・対策が取れればいつでも。

・ワクチンや特効薬が市場に出回り、安全性が確立された以降の開催を願う

PAWSOME CAT MATES



Q3：今後キャットショー再開はいつ頃が良いと思いますか？
その他選んだ方の意見
・ワクチンが開発され、尚且つ一般に流通すること。新型コロナウイルスがその他の流行性(インフルエンザ等)のものと同じく日常化するまではイベントの開催は控えるべきだと思うから。

・少なくとも収束の見通しがつくまではキャットショーの再開はないと考えます。

・感染拡大そのものが落ちつくまで

・来年３月、４月頃

・明らかな終息が見えた段階で

・ワクチンや治療薬が一般に広まってから。出陳者がワクチン接種をしていることも必要ではないか

・未だコロナの今後が分からない為。

・インフルエンザ予防対策の様に、衛生面を確りさせて何時でも遣りましょう！

・開催規模と場所、対策内容によると思います。9月開催でも諸々考えられていれば参加します。

・治療薬またはワクチンの完成、または集団免疫等、感染拡大が収束方向にあるとはっきり確認できてから。

・ウイルスの正体が明確になってから…かな？

・ワクチン接種が一般的に受けられるようになってから。もしくは、特に一都三県の1日あたりの新規感染者が一桁程度までに低下し、それを維持できている状況下で。

・広い会場から再開するべきだと思います。

・個人的には、主催者、出陳者、様々な状況を鑑み、開催されるのでしたら、時期に関わらず、参加させて貰おうと思っています。が、
冬になると普通の風邪やインフルエンザも出始めるので、コロナの薬、ワクチン等の仕上がり具合と、感染の拡大の仕方、重症化率、検査の信憑性などの、
この先の研究結果や状況によるかなと思います。

・感染者の数 など 状況を考慮していつどうなるかは 先が読めないので何とも、感染者数が減っていけば ガイドラインのもと開催できるようになれば良いなと思います

PAWSOME CAT MATES



Q3：今後キャットショー再開はいつ頃が良いと思いますか？
その他選んだ方の意見
・広い会場から再開するべきだと思います。

・ワクチンができて尚且つ、安全対策の表示などを見てから決めます。

・ワクチン、薬ができ感染しても安心して病院に通うことができるようになってからが有り難いです。

・感染状況によって臨機応変にリジョンが中心になって決めて行けば良いと思うが現状だと来年以降、来年度以降が現実的だと思う。

・しばらく様子を見ます

・Q2質問が明確になった時、世界情勢を見ながら。キャツトショーの開催方法が、今後変貌するかもしれません。
日本だけで開催を先走っては元のもくあみとならないよう。開始年月ははっきりしないと思います。

・ワクチンや治療薬が使える状況になってからのほうが良いのが一番だとは思います。

PAWSOME CAT MATES



Q4：コロナ禍の状況下でクラブで用意したお弁当やお茶コーナーに不安はありますか？

その他意見 不安

41%

どちらともいえない

22%

不安ではない

25%

その他

12%

回答

不安

どちらともいえない

不安ではない

その他

不安 34票

どちらともいえない 18票

不安ではない 21票

その他 10票

・用意しない方が良いと思います。
スーパーマーケットでもバイキング形式の販売コーナーは
閉鎖中です。

・コロナ感染拡大下でのキャットショー開催そのものに反対なので。

・コロナ禍での開催であればもちろん不安。
コロナが終息していれば不安はあっても利用します。

・お弁当は不安ではないが、喫茶コーナーは多数の人が物を
触る場所なので不安。

・もちろん不安ですがそれはみんなと一緒に食べることに
対してです。陽性者がいた場合感染は免れないと思います。

・一切の飲食は自前で手配するか お昼の弁当はゴミの少ない物に
し、各自で持ち帰る

PAWSOME CAT MATES



Q4：コロナ禍の状況下でクラブで用意したお弁当やお茶コーナーに不安はありますか？

その他選んだ方の意見

PAWSOME CAT MATES

・各自で用意して各自で持ち帰る。常に危機感を持つことが大事です。餃子は食べたいが、しょうがない・・・・

・消毒液は個人的に持っていきますし、特に不安では有りません。もし気になる場合は消毒します。ただ、お菓子類は個包装の物が良いのかなと思います。
お弁当は、エントリー時に必要か不要かを選んで貰って、お弁当代を値引きにするとか？

・今の状況では飲食は中止するべきだと思います。昼は食べてから来て貰うなどした方がいいと思います。

・現状では回答できませんが、今後のキャツトショーの形式によっては、拘束時間を短縮すると仮定しても、用意しない方が良いかと思います。



Q5：キャットショー開催にあたりクラブに用意して欲しい物や内容はなんですか？

その他意見

受付での検温

23%

マスク配布

12%

フェイスガード

11%
入口の消毒液

27%

換気用の網

19%

その他

8%

回答

受付での検温

マスク配布

フェイスガード

入口の消毒液

換気用の網

その他

受付での検温 61票

マスク配布 31票

フェイスガード 28票

入口の消毒液 73票

換気用の網 52票

その他 22票

PAWSOME CAT MATES

・開催地域の自治体が設定している
コロナ対策ガイドラインの事前告知。

・空気感染リスクが言われだしたのでさらに不安です

・ソーシャルディスタンスの確保（会場の広さに見合ったベンチング、
頭数制限、出陳者以外の入場制限、1頭につき1人まで等）
トイレ等の消毒、ゴミの持ちかえりの徹底、スムーズな受付の為、
出陳料金等の当日支払いの禁止。受付担当の手の消毒の徹底。

・何かを特別用意しなければいけない状況下での
開催は無謀だと思う

・コロナ禍状況下でのショー開催は、考えられないと思いますので、
上記設問には答えられません。



Q5：キャットショー開催にあたりクラブに用意して欲しい物や内容はなんですか？
その他選んだ方の意見
・ソーシャルディスタンスの確保(ついたてなど)ただ、そこまでしての開催は望まない。

・そういったものを用意しなくてはならない状況下でのショー開催は望まない。またどのような環境下で保管されているか不透明なものは使用出来ません。
特にマスク。配布するなら個別包装のものでないと安心して着用出来ません。)

・コロナ感染拡大下でのキャットショー開催そのものに反対。

・トイレ、手洗い場にも、消毒液を。

・終息後でも、消毒程度は用意が必要と思いますが、マスクについてはすでに流通があるので各自が必要とおもうなら持ち寄ればよいと思います。
(忘れた人や買えなかった人に配れる程度は準備)

・キャットショー内で感染者が出た場合その後の消毒等の費用負担は主催のクラブなのか施設管理者、建物オーナーなのか事前に確認する必要がある。
エントリー費の当日支払いは撤廃
消毒液は入口だけではなく数箇所設置
会場内にゴミ袋は設置しないで各自に持ち帰ってもらう

・特に必要は感じません

・使い捨てのゴム手袋なども有ればなおよい。

・マスク着用の必須、出陳者以外の来場者を制限する、来場者の名前、連絡先等を管理

・フィジカルデスタンス・沈黙・室内消毒

・上記の物は必需品でしょう大型の送風機や工業扇風機で空気の流れを作る

・非接触型の検温やアルコール消毒液の設置は、有るといいなと思います。マスクは、忘れた、落とした、方用に少量の用意があれば良いのでは。
マスク&フェイスガードは、受付に入ってる人や、カタログ、お弁当を配る時など、クラブ員さんはした方が安心かもしれないなと思います。

・加湿器、空気洗浄機などもあると安心ですね。

PAWSOME CAT MATES



Q5：キャットショー開催にあたりクラブに用意して欲しい物や内容はなんですか？
その他選んだ方の意見
・間隔が空けられる広い会場

・大型扇風機。マスク、フェイスシールドは個々で用意すべき。それくらいの危機感は、個々で持つべきだし、そう言う方にしか参加してほしくない。

・フェイスガードは下にマスクをしないと効果が怪しいので、目からの保護も考えてほしい。トイレ等の使用にも気をつけないといけない。消毒液はあらゆる所へ置いておく。
ビニール袋も多めに用意し、帰り際には全身に消毒薬を噴霧させて、帰宅途中に外の人に感染させないよう注意に注意。

PAWSOME CAT MATES



Q6：キャットショー開催にあたりジャッジに着用して欲しい物はなんですか？

その他意見

マスク

44%

フェイスガード

27%

手袋

16%

その他

13%

回答

マスク

フェイスガード

手袋

その他

マスク 60票

フェイスガード 37票

手袋 21票

その他 17票

PAWSOME CAT MATES

・飛沫感染防止の為、ジャッジ台にアクリル板（透明）
パーティション等の設置。

・何かを特別用意しなければいけない状況下での開催は
無謀だと思う

・そういったものを用意しなくてはならない状況下での
ショー開催は望まない。

・猫が怖がったりテクスチャーの感覚が掴みにくくなったりする
可能性がある為先生方には普段通りでお願いしたいです。

・コロナ感染拡大下でのキャットショーそのものに反対。

・コロナ禍状況下でのショー開催は、考えられないと思いますので、
上記設問には答えられません。



Q6：キャットショー開催にあたりジャッジに着用して欲しい物はなんですか？
その他選んだ方の意見
・あくまで終息後希望なので、特になし。本人の判断でマスク程度でよいかと。

・理想は抗体検査実施

・特にないです

・審査される猫の事を思うと、顔全体が見えるフェイスガードがギリギリのように思う。フェイスガードさえ、怖がる子も居ると思う。手袋に関しては、逆に衛生的でない気がします。

・マスクだと喋り続けるジャッジにとって苦しくないか？フェイスガード使用により猫をきちんと見れるか？
手袋をした状態で猫のテクスチャーを感じる事が出来るのか？等を考えると、そこまでしてショーをやらなくてはいけない理由はあるのかないのか自問自答中。

・ＨＡＣＣＰコード基準の遵守

・ジャッジは肉体労働。日本の全てのジャッジは中高年で、しかも女性がほとんど。フェイスガードはもちろん、マスクをしての重労働は正直キツイ。

・消毒液

・ショー開催側でクリアパネル

・割烹着のようなエプロンを用意していただきたい。以上の質問に、感染者がいると仮定して準備をするのが理想です。

PAWSOME CAT MATES



Q7：キャットショー開催にあたりリジョンでガイドラインの作成が必要だと思いますか？

その他意見

必要

66%

どちらともいえない

19%

必要ではない

6%

その他

9%

回答

必要

どちらともいえない

必要ではない

その他

必要 55票

必要ではない 5票

どちらともいえない 16票

その他 7票

PAWSOME CAT MATES

・必ず無ければならない！無い場合に予防行為を全くしない
又は殆どしないような人が現れれるのは世の中を見ればわかるし
注意しても気まりではないならやらない！
と強気に出ると思われるから。

・各自の相手を慮る考えと意識

・コロナ禍状況下でのショー開催は、考えられないと思いますので、
上記設問には答えられません。

・リジョンが特別に有益な情報を持っているとも思えません。

・ショーを開催するクラブが1つでもある場合は必要。
ただ、作成したガイドラインが正しい内容で作られているかの
確認は誰がするのか？

・必要です。リジョンとしての仕事をしてください。

・現状では難しいと思われる。日ごと、週ごと現状が変化しているので。常に最悪を考えて準備していくしかないと思います。あくまでも、私個人の感想です。



Q8：出陳者や参加者に向けて、感染リスクを承知の上でショーへ参加しているという旨の
誓約書は必要だと思いますか？

その他意見

必要

54%

どちらともいえない

20%

必要ではない

13%

その他

13%

回答

必要

どちらともいえない

必要ではない

その他

必要 45票

必要ではない 11票

どちらともいえない 16票

その他 11票

PAWSOME CAT MATES

・自己責任だと思います。

・特別規約(ガイドライン)が作成されていれば、
それが出陳又は開催規約(規定)になるため、敢えて誓約書は
必要ありませんが、ただそこまでしての開催は望まない。

・その旨をガイドラインに記載していれば、誓約書は不要。
(クラブはいつでもショーをキャンセルできる、
その責任はクラブにはない等)

・コロナ感染拡大下でのキャットショーそのものに反対。

・開催するのであれば、もらっておいた方が無難であると思います。

・自己の責任において参加する考えが出来る方のみの参加



Q8：出陳者や参加者に向けて、感染リスクを承知の上でショーへ参加しているという旨の
誓約書は必要だと思いますか？

その他選んだ方の意見
・誓約書を取らなくても、フライヤーに感染防止策を記載の上、それでも感染の可能性はある、それを承知で申し込みしてと書いておけばいいと思う。

・誓約書まではいかずとも、エントリフォームに、その事を承知している旨のチェック欄はあってもいいと思う。

・そんな誓約書を取らないと開催できないショーをなぜ開催するのですか？

・コロナ禍状況下でのショー開催は、考えられないと思いますので、上記設問には答えられません。

・安全配慮は主催者の義務であり、そのような誓約書が必要な状況下での主催自体が間違った行為だと思います。

PAWSOME CAT MATES



Q9：主催クラブは開催にあたり人数制限を設けるために、
下記の対策は必要があると思いますか？

その他意見

1頭あたりの人数制

限

34%

エントリーリミットの

制限

41%

出店数を減らし密

を緩和

25%

その他

0%

回答

1頭あたりの人数制限

エントリーリミットの制限

出店数を減らし密を緩和

その他

1頭あたりの人数制限 49票

エントリーリミットを制限する 60票

出店数を減らし出陳者の密を緩和する 37票

その他 0票

PAWSOME CAT MATES

・各自治体や開催ホールが設定しているガイドラインの徹底。

・１００人ほどの人数なので規制はいらないと思う。

・そこまでしての開催は望まない。

・【通常通り】の開催が出来ないのであれば開催は不要。

・コロナ感染拡大下でのキャットショーそのものに反対。

・出陳料を倍にして、出陳頭数を半分にする。
ショーが無くてタイトルが取れないオスは本当に困ります。

・終息前に開催予定ならエントリーリミット調整(猫の数だけでなく、
出陳者の同伴者も含んだ人数確認をおこない、
そちらもリミットを設ける、など)。終息後なら不要。



Q9：主催クラブは開催にあたり人数制限を設けるために、
下記の対策は必要があると思いますか？

その他選んだ方の意見
・お弁当配布やお菓子、お茶コーナーは作らない。金銭的に難しいかもしれないが会場2フロア使いが理想（中央区立産業会館の場合）

・リスクの高い老人は来ない事。

・隣同士の距離、前後左右の距離、出陳者は全て同一方向を向く、対面での席は作らない

・昨今の状態の中、ショーに参加して頂けるメンバーを主に考査すると、設備ある会場を考えてみては如何でしょうか？

・ある程度の制限が必要だとは思うけれど、出陳者が倍増しないのは明確なので、広い会場を用意出来る様にする方が得策だと思います。
また東京・神奈川での開催は避けるのも必要。

・周り1mをあけてと言われているのですからもちろん制限が必要になると思います。

・会場で決められている人数

・複数のエントリーをお願いし、出陳数を増やす。お店や撮影は中央区産業会館では出店は厳しいと思います。

・なるべく広い会場で開催できれば良いのではないかなと思います。ドックショーの様に外でする事は出来ないので。

・東京でのショーは、いつも会場が狭すぎるので広い会場にしてほしいです。広い会場が難しいのでしたら地方でお願いします。

・出陳者数を減らし、出頭数(1人あたりの)を増やす??

・基本的にWケージが多いので、両脇シングル１個分くらい空ければ良いのではないかと思いますが…。 それを踏まえてのエントリーリミットが必要かなと。

・頭数のリミットではなく 人間のリミットをもうけるべきだと思います。お店も現金のやり取りがあると感染の不安もあるのでネット決済など使用できるといいと思います。
お店は余程会場が広くないと難しいのではないでしょうか。受け付けも密にらない配慮が必要だと思います。審査中の密も ファイナルの時の密も

・規制緩和になった状態で、東京の会場では、25頭がギリギリ。一頭に一人です。

PAWSOME CAT MATES



Q10：コロナの状況によってはコントラクトを変更または契約解除が必要だと思いますか？

その他意見

必要

66%

どちらともいえない

19%

必要ではない

3%
その他

12%

回答

必要

どちらともいえない

必要ではない

その他

必要 21票

必要ではない 1票

どちらともいえない 6票

その他 4票

PAWSOME CAT MATES

・ジャッジ個人個人にも家庭の事情が違いますから、
個人の事情を優先してあげるべきだと思います。

・連絡を密にする

・必要だと思います。
急に発熱したり、家族や会社等で感染者が見付かったり等した
時には、仕方がないと思います。ですが、開催日の間近で急に
断る場合には、代替えの人を用意するなどの事項は必要かもと
思います。

・コントラクトの文面の変更ですか？
中止や延期の時のコントラクト交わし直しですか？
エキシビターと同じように感染する可能性がある旨盛り込んだ方が
いいと思います。クラーク、ジャッジ、スチュワートも。



PAWSOME CAT MATES

ご意見欄

・賠償責任云々の下りは、本来参加者が新型コロナウィルス感染拡大防止の強い意識が必要であると言う参加条件を確認させること。
主催者はすべき対策をするだけで、個人責任と事前に了承させればよいと思う。

・開催場所によって条例が異なるが、リジョンとしてのガイドラインは必要だと思います。

・猫からの猫の感染が言われています。これまでジャッジする際は次亜塩素酸で消毒をしていましたがコロナには効果がないと聞きました。
十分に使える量のエタノールを用意するべきです。
ショーを開催するのであれば入念なアルコール消毒をするにあたりジャッジ台、審査ケージ、ジャッジの衣服（袖・胸）、手の消毒は１匹、一匹に対して必須であると思います。
ジャッジをする際も必要最低限のにとどめ、なるべく猫に触れる頻度を少なくする必要があると思います。

・7月9日東京のコロナ感染者が200名を越して、今後の見通しが読めない状況です。本当に難しい問題ですよね。

・都民としては、正直、都や国から、3密、手洗いマスク以上のコロナ対策（ウィズコロナ）が明確に打ち出されていない今、秋以降のイベントを想像するのは困難です。

・韓国では5月より2回ショーが行われいます。ショーの注意点などを聞いて参考にしても良いのではないですか。

・自分がかかる怖さと言うより、万が一クラスターが発生した時の世間に「キャットショーが・・・」って公表されると、次の開催が難しくなりそうですよね。
世間の人って、猫にはコロナうつると思ってる人多いのでまさかの事態、やはりワクチンが出来るのが一番でしょうか。。。

・このようなアンケートは大変有益だと思います。今後についての漠然としたイメージから現実的なビジョンを持つことができます。引き続き、続編でアンケートしていただきたいです。

・感染者が瞬く間に急増している状況下では、キャットショー開催は難しいと思う。
年配者も多い中、出陳者も見込めないのではと考えられる上何かあってからでは、後味の悪いものになりかねない。
韓国がキャットショーを開催している事について、リジョンディレクターが統制を取らないのは違和感を覚えるが、
韓国の出陳者が命がけでやっているならそれはそれで見守るしかない。
日本でも、命がけで開催出陳を希望する人もいるかもしれない。同じ意見を持つ出陳者とクラブ、ジャッジが集まれば開催するんだろうと思いながら静観している。

・アンケートありがとうございました。

・キャットショーに行きたい気持ちはあるが、開催側出陳者側双方に様々な義務・制限を設けなければ開催が危ういのであれば、
通常の開催ができる時期までキャットショーは開催するべきではないと思います。

・基本大人としての各位の自己責任においてと、考えられる方々のみ参加される事を切に望まれては如何でしょうか。



PAWSOME CAT MATES

ご意見欄

・ショーに参加したい気持ちはあるものの、この状況下では怖くて参加出来ません。
ショーが開催されしまえば、人は集まります。(最低でもクラブ員は駆り出されます。)
人が集まれば感染リスクが高まる、万が一感染者、濃厚接触者が出た場合に犯人探しかの様な状況が目に見えている中での開催はしないで欲しいです。

・この度はアンケートの実施ありがとうございます。ジャッジの先生と出陳者の間に大きめのアクリル板があると安心できるのかな、と書き忘れたので追記させていただきます。
最近の状況は非常に流動的なのでこう言うアンケートはリジョンが先導してくださり定期的に行ってくださるとありがたいです。
いつも頼ってばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

・ジャッジコントラクトは、早い場合は１年、またはそれ以上前から交わされることも有りますが、今回のように新型コロナウィルス感染が全世界に拡大していくような状況下では
このパンデミック以前に交わされたコントラクトは全て白紙に戻した上で新たに契約をする必要があると考えます。クラブにはクラブのいろいろな事情があるとは思いますが、
「命の危険」を伴うことであるとの認識はしっかり持って欲しいです。

・個人的にはコロナの終息が見えない状況での参加には抵抗があり、終息前に開催される場合、例え対策をとっていても参加はしないと思います。
理由は1.猫への感染が確認されていること、2.万一自身が感染してしまった場合に猫の面倒をきちんと見てもらえる保証がないこと、3.持病があること、です。
緊急事態宣言が解除された後も外出自粛を継続しており、今後も継続する予定です。

・TICAの方針ではなく政府や省庁、会場管轄の保健所等の方針に準ずる準備が必要と思われる。
（基本的に日本でのキャットショーは狭義の意味で営業ではなく新型コロナ感染リスク予防観点からは不要不急の部類と世論は捉えるため）
キャットショー内で感染者が出た場合マスコミ報道による猫への偏見、風評被害対策,これにより繁殖した猫達が譲渡できなくなることや捨て猫が増える等の懸念、
猫への感染のリスクを重く考える必要があると思われる。
大学や獣医師会等からも猫への感染リスクの情報を得る必要があると思われる。
小さなお子様や重症化しやすい疾病患者の方はキャットショー会場内には立ちいらない等のアナウンスが必要
会場内での個人的なゴミは本人が必ず持ち帰ることの徹底
会場内で使用する消毒液を政府基準の物に変える必要

・私はコロナは恐れるものではなくきちんと対処し手洗いしていれば問題ないと思っています。

・ショーは東京での開催が多く、東京、東京近郊で感染者が増えている現状、秋冬に向かってさらに増えていくだろう状況の中でのショー開催は難しいように思います。
3月、4月頃の様に直前になって開催か中止かを判断することになると、クラブも新幹線、飛行機、宿泊先を手配済みの出陳者も大変だと思います。

・いつ終息するかもわからない状況なので大変だと思いますが、頑張って乗り越えて行きましょう！

・アンケート調査も大事ですが、指針はリジョンで示してもらい、大筋は取り決めして頂き、各クラブで煮詰める方法が良いと思います。



PAWSOME CAT MATES

ご意見欄
・何も対策をせずに出陳する方はいないと思いますが、今までと同じ環境ではクラスター発生は避けられないと思います。
出陳者全員がＰＣＲ検査を受けてから…と言う訳にもいきませんし、検温では感染者を特定する事も出来ません。
クラスターが発生した場合、世間の反応も猫界にとってはかなりの打撃になるのは明確ですので、その点は慎重に慎重を重ねてもいいのではないか…と思います。

・ジャッジは出陳者と距離をおくことができても、クラークとの会話は避けることができない。
審査台とクラークとの間に、ビニールを垂らすか、あるいは、メモのやり取りができるほどのスペースを開けたアクリル板などの仕切り板を立てる必要があるかもしれません。

・どこかのクラブがショーを開催し、もしクラスターが発生した場合TICA Asia East Regionとしてメンバー全員一括りにされてしまう恐れがある。
もっと大きな枠で考えた場合TICAそして猫という枠で考えられてしまう可能性もある。
その様なリスクを考えたら本来はディレクターが早めに対応し国内や韓国の全クラブに危険性を伝え安全、安心が確保できるまではショーの開催をしないなど、
何かしらの動きがあるのが当然。何故何も動かない(新型コロナに関して一切の発信がない)のか理解できない。

・出陳者のみで。ギャラリーを入れなければ開催出来ると思います。日々の行動に気をつけ、他からもらって来ないようにすれば、心配かける事もない様に思います。

・ショー開催は安心安全が確保出来ないので有れば開催は見送るべきだと思うがショー開催をディレクター中心にクラブ代表、ジャッジがが意見を出し合って考える時期が必要だと思う。
出陳する側も今後のショー開催がどの様になって行くのか心配ですディレクター、クラブ代表、ジャッジがどの様に話し合いを持って活動しているのか気になる、
その為にリジョンサイトがあるのだから情報をもっと開示して欲しい。

・アンケートを行うことには賛成です。
しかしながら、このようなアンケートは１クラブが行うものではなく、TICAアジアとしてディレクター主体で行うべきだと思います。
アンケートを行うべきと考えたのなら、クラブからディレクターに進言して、そこから発信してもらうのが筋です。1クラブが主体となる性質のものではありません。
全くの筋違いの行動だと思います。

・フェイスシールドを付けて猫の審査をすると、猫がとても怖がって暴れると思います。暴れる大きな猫を逃がさないようにするのは難しいので、
フェイスシールドを付けて審査したくありません。猫を審査する前に、毎回手の消毒をしていますので、手袋をする必要はないと思います。
手袋をして猫に触っても、被毛や尾の状態（キンク等）は、充分に審査できるとは思えません。おとなしい猫種も、手袋で触られると嫌がって暴れると思います。
フェイスシールドと手袋の着用は、ジャッジが猫にコロナウィルスを感染させないようにするためだと思われます。
出陳者の方々が、ジャッジにフェイスシールドと手袋の着用を要求された場合は、猫の審査が困難なので、ジャッジをお断りしたいと思っています。

・どうしても行う場合は時短も考えながらリミット数を20～30で2リングなど小規模から行うべきかと思います。
その際、当然赤字になる覚悟や出陳者にも出陳料を多くいただかなければなりません。他にもレンタルケージもやめなければいけません。こんな状況で楽しめるのでしょうか。

・1日も早いショーを希望しております。よろしくお願いいたします。



PAWSOME CAT MATES

ご意見欄
・世界的にも日本に於いても収束の兆しが見えない現在、キャットショー開催を企画する事はまだまだ無理があると考えます。
子猫の成長や猫の状態の維持等でブリーダーの方々には様々な厳しい条件も多々あると思いますが、
開催した事でクラスターが発生したりしたら世間の批判は猫業界全体に厳しい目が向けられてしまう事になるのではないかと危惧します。
1日も早い収束と元通りの日常が戻る事を願って止みません。

・ショーを予定していても、感染の危険がある状況に変われば、直ちに中止もしくは延期するという柔軟さが必要だと思います。

・とにかく、参加者の危機管理が必要です。踏まえた上で、リング数を減らしてもショーは開催すべきと思っております。

・実際に開催された場合、全員マスクは着用しているとは思いますが、猫が審査ケージに入ってない、又は、お迎えに来てくれない時、
クラークさんがコールする時は、どうしても大声になってしまいます。
出陳者としては、各リングの審査状況を良く見て、速やかに猫をリングに連れていく。
猫のナンバーのコール等に関しては、クラブさん側にマイク要員を用意して頂く等、マイク自体も、なるべく複数人で使い回しにならない様にして頂けたらリスクが減るかと思います。
今の状況では、開催はなかなか難しいですが、もし開催できるようになったら、主催者側、参加者側、個人個人でも、決して無理をせず、
お互いに細心の注意を払いながら、参加して行けたらいいなと思います。

・現状ではキャツトショー開催は不可能ですが、今後の状況を見ながら、少しでも開催の方向に進んでいけること心より願っております。
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