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The one absolutely unselfish friend that man can have in this selfish world, the one that never deserts him, the one that never proves ungrateful or treacherous, is his dog. A man’s dog stands by him in prosperity and in poverty, in health and in sickness. He will sleep on the cold ground, where the wintry
winds blow and the snow drives fiercely, if only he can be near his master’s side. He will kiss the hand that has no food to offer; he will lick the wounds
and sores that come in encounter with the roughness of the world. He guards the sleep of his pauper master as if he were a prince. When all other friends
desert, he remains. When riches take wings and reputation falls to pieces, he is as constant in his love as the sun in its journey through the heavens. 		
			
Senator George Vest 1870
この自分本位の世の中で人が持ち得る絶対に利己心のない友、決して主人を見捨てようとしないもの、恩知らずや裏切りとは無縁の存在——それが犬です。主人が富めると
きも貧しきときも、健やかなるときも病めるときも、犬はそばに寄り添います。冬の嵐が荒れ狂い、雪が激しく吹きつけようとも、犬は、傍らに主人がいさえすれば、冷たい地面で
眠るのをいといません。
食べ物をもたらさぬ手にもキスをし、
浮世の荒波に傷つき痛む身体をなめてくれます。
貧しい主人であろうとも、
まるでその者が王子であるかのように、
その安眠を守ろうとします。他の者たちがすべて彼を見捨てても、犬だけはそばに留まります。富が失われ、名声が地に落ちようとも、犬だけは不変の愛情を捧げてくれるので
す——永遠に天空をめぐり続ける太陽のように。
（ジョージ・ヴェスト上院議員、
１８７０年）



Losing the battle but winning the war
In December 2006, ARK decided to prosecute a rogue breeder in Saga
Prefecture, Kyushu. The breeder had kept mainly Akita and Shiba dogs in
the most appalling and cruel conditions on a farm as well at a pet shop in
Saga city. Many dogs died as a result. After highlighting the case and getting intense media pressure, Saga Prefecture also decided to prosecute him
for animal abuse. However the police decided not to pursue the case for
technical reasons; namely that the breeder had put his businesses in the
name of his son who could not be prosecuted as he had not (knowingly)
been involved in the cruelty. (see explanation to our lawyer from the Saga
Prosecutor 18th December 2007).
This is one sense is a bitter disappointment having obtained a lot of hard
evidence as well as our time and money spent in going up and down to
likely that all he would have received would have been a slap on the wrist
and a small fine. Instead we have achieved far more. The breeder himself
has been ostracized by other breeders for giving them all such a bad name
and he has not applied for a breeding licence under the new law that obliges
breeders to register. He may well continue breeding and possibly selling his
dogs under other breeders’ names but officially, to all intents and purposes,
he has quit the business of breeding.
But much more good has come out of this. Saga Prefecture, stung by the
adverse publicity from within Japan and from overseas over this case, has
decided to pass a new law with stricter regulations to inspect and control
breeders as well as hoarders and pet owners. (due to lack of space in this
newsletter, we will run the English version of Saga Prefecture’s Animal Wel-

Report 18th December, 2007 from lawyer Katsuhiro Ueda
Sumi Norio, an assistant prosecutor of Takeo Branch Office of the
Saga District Public Prosecutor’s Office, gave me a phone call to
explain the reasons for the suspension of the prosecution on the
case of Kouei Dog School (Saga-ken, Kashima-shi,Hamamachi Kou
2460 Hanshokujou) , or Mitsutak Kinji, on 18th December 2007.
1.Kouei Dog School, or Mitsutake Kinji, is not the person in charge
of the dog school. It is in the name of the son of Mitsutake-Kinji who
is officially registered as a breeder. And the son had no involvement
in the case.

レットを置くなど、普及啓発を行う場を拡大していきま

（１）
動物取扱業
① 登録施設数

す。

平成18年６月１日に改正動物愛護管理法が施行され、

（１）
対象地域 － 佐賀県全域

③ ホームページを活用した普及啓発
（新規）

平成19年６月１日から登録制となりました。平成19年６

（２）
期 間 － 2008年度から2017年度までの10年間

県のホームページに加え、動物愛護団体等のブログを活

月１日現在、219施設が登録されています。なお、登録へ

用していきます。

の移行に際し、施設の不備による登録拒否が１件ありま

第２ 計画の基本方針

④ 動物の遺棄・虐待への対応
（新規）

した。

１ 飼い主の社会的責任の徹底

動物の遺棄を未然に防止するため、捨て犬や捨てねこの

② 法改正による規制強化

飼い主は、犬の放し飼い、犬の散歩中のふんの放置及び

多い場所に注意喚起の掲示物を設置するなど、普及啓

届出制から登録制となり、悪質な業者について登録及び

動物の鳴き声等の迷惑防止措置並びにみだりな繁殖の

発の手法を見直していきます。

更新の拒否、登録の取消及び業務停止の命令措置が設

防止、ねこの屋内飼育の促進及び所有者がいない動物

また、虐待を疑う事例が発生した場合に、市町や動物愛

けられました。
また、事業所ごとに「動物取扱責任者」の

に対する自分勝手な思い込みによる餌やり行為の防止

護推進員と連携し原因究明及び再発防止に努めます。

3. The improvement order given by Saga Prefecture, and its
prosecution, are both aimed at the son. These were both inappropriate as an accusation of the father. At present, the prefecture is
showing that it has no intention to accept Mitsutake Kinji’s and his
son’s application to register as a breeder even if the two applied.
Thus neither can work as a breeder. And the two show no intention
to work as a breeder.

等が必要です。佐賀県においては、犬やねこを合わせて

4. Prosecution of the son is technically difficult, because the son
was not informed of the real situation.
5. Concluding as above, although the police agree that what the father Kinji’s committed is a crime, the police have made the decision
to suspend the prosecution in consideration of the circumstances.
6. Concerning Kinji’s (or the son’s) pet shop in Saga-shi Wakamiya
2-6-25 : there has been no claim to accuse the shop activities as a
crime so far. Accordingly, there is a possibility that a similar judgment would be given.

jor step and fresh initiative, Saga Prefecture should be praised. People can

to pass a new law but another to implement it. We hope that Saga really

post comments on Saga Prefecture’s website and we ask everyone to write

puts these new regulations into effect. If it succeeds, it will show that even a

in and to encourage the Prefecture to carry on the good work. It is one thing

small local Prefecture can take a lead in raising standards of animal care.

することにしました。男は佐賀県鹿島市の繁殖場と佐賀

業許可証を申請していません。たとえ、引き続き繁殖業

市内のペットショップで、ひどく劣悪な状況下で主に秋

を行なったり、他の業者の名前で犬を売るとしても、公

田犬と柴犬を飼っていました。
その結果、多数の犬が命

式には、
男は事実上繁殖業を廃業したことになります。

アの集中攻撃も功を奏して、結局、佐賀県当局も男を動

さらに、今回の事件は大きな成果を産みました。こ

物虐待容疑で告発することになりました。
ところが、
警察

のケースに関して国の内外から批判にさらされた結

は法解釈上の理由から男の起訴を断念したのです。す

果、佐賀県は、一般の多頭飼養者とペット飼育者だ

なわち、男は息子を経営者にしているため、動物虐待に

けでなく繁殖業者についても検査と管理を徹底し、

加担したという証拠不十分な息子を起訴できないとい

より厳しく規制する新条例を成立させようと計画し

うもの（2007年12月18日付、佐賀県検察局からアークの

ています。
（「佐賀県動物愛護管理推進計画素案」を

弁護士に宛てた説明文を参照）
。

ご参照ください。）佐賀県が率先して新しい試みを始
めるべく大きな一歩を踏み出そうとしている点は称

ある意味では、実に残念な結果です——確たる証拠が

賛に値します。県のウエブサイトに皆様のコメントを

多々あるにもかかわらず……また、数か月間、私どもが

寄せることができますので、当局が良い仕事を推進

佐賀県まで何度か往復するに使った時間と費用を考え

するよう応援してあげてください。もちろん、新法制

ても。
しかし、現実的には、たとえこのケースが法廷で争

定とその実施とは別問題です。佐賀県が実際にこの

われたとしても、男は軽い警告とわずかな罰金刑を受

新条例を効果的に施行させるように願っています。

ける程度で終わったと思われます。
その代わりに、今回、

もし も 成 功 す れ ば 、小 さ な 県 で も 動 物 飼 育 水

私どもははるかに大きな勝利を得ました。
ブリーダー自

準 向 上 の た め に 指 導 的 役 割 を 果 た せ ることの

身は、悪い評判を与えたとして他の繁殖業者から追放

証しになるでしょう。

10頭以上飼養している者（以下、
「多頭飼養者」
という。） （２）
犬の適正飼養の徹底
による周辺住民への迷惑問題の発生があるのも事実で

① 登録・狂犬病予防注射接種率の向上
（新規）

す。

狂犬病予防注射と登録・注射済票交付を同時に行えるな

（２）
実験動物及び産業動物の取扱施設
実験動物及び産業動物の取扱施設における動物の管理

ど、飼い主が手続きしやすい環境を整備することによっ

状況等の把握ができていないことから、
まずはアンケー

２ 事業者の社会的責任の徹底

て、登録と狂犬病予防接種が確実に行われるよう、県が

ト調査等により実態を把握し、
これらの施設に対して適

平成17年6 月に動物愛護管理法が改正され、
動物取扱業

調整役となり市町における動物病院への事務委託の検

正管理の徹底を図っていく必要があります。

の届出制が登録制とされました。

討を行います。

佐賀県においては、平成18年11月に発生した動物取扱

② 咬傷事故の未然防止の徹底
（新規）

業者による犬の不適正な飼養管理問題を踏まえ、問題発

咬傷事故は、
死亡事故にもなりかねない重大な問題であ

状況

生の未然防止、発生時の早期対応を重要課題として位置

ることを飼い主へ認識してもらうため、重大事故の事例

補助犬は、未だに県民の理解が十分とはいえない状況

づけ、
このための監視・指導の強化及び動物愛護推進員

や、犬と飼い主とが良好な信頼関係を築くためのしつけ

にありますので、
「身体障害者補助犬法」の普及啓発を図

等の協力体制の整備に努めていきます。

方法を盛り込んだテキストを作成し、
しつけ教室や譲渡

っていく必要があります。

（３）
レストラン等における身体障害者補助犬への対応

会などでの活用を図ります。
３ 連携・協働による施策の推進

③ 地域のルール遵守の普及啓発

● 動物愛護推進員(動物愛護民間ボランティア)の役割

犬の放し飼いや糞の放置についてのマナーを周知徹底

動物愛護に熱意と識見を有する県民の中から知事より

するとともに、市町、動物愛護推進員、地域団体等との連

① 事業者評価に基づく重点監視の実施
（新規）

委嘱されます。動物愛護推進員は、動物の愛護と適正飼

携により、
飼い主への指導を行っていきます。

事業者に対する監視指導を効率的に行うために、
事業者

養の重要性の住民への普及啓発、犬、ねこ等のみだりな
繁殖の防止措置に関する助言、譲渡のあっせん、
その他

具体的な取組
（１）
動物取扱業の監視の強化

評価制度を構築し、
事業者が守るべき基準の遵守状況を
（３）
ねこの適正飼養の徹底

評価して、評価結果に応じて事業者に対して重点的な監

の必要な支援、
そして行政が行う動物愛護管理施策への

① 屋内飼養及び繁殖制限の推進
（新規）

視指導を実施していきます。
また、事業者からの情報収

必要な協力が期待されています。

屋内飼養の推進を図るため、交通事故や感染症の予防

集を行い無登録業者の徹底的な排除に努めます。

●動物愛護団体等の役割

などの屋内飼養の利点について啓発するパンフレット

② 動物愛護推進員との協働による効果的な監視指導の

動物愛護推進員の役割と共通していますが、
とりわけ動

等を作成して配布するとともに、市町と連携して、広報紙

実施
（新規）

物愛護団体は、行政の動物愛護管理施策への協力や独

等を活用した普及啓発の実施を図ります｡なお、屋内飼

情報提供に協力できる動物愛護推進員を募って連携す

自事業の実施を通じて、
「人と動物が共生できる社会」
を

養できない場合は、原則として不妊・去勢手術などの繁

ることにより、
効果的な監視指導を実施していきます。

アニマルレフュージ関西

目指した社会づくりを牽引して行くことが期待されてい

殖を制限するための措置を講じるよう普及啓発を図りま

理事長 エリザベス・オリバー 様

ます。

す。
また、首輪等の個体標識の装着に関しても、同様に周

不起訴に終わるも、大きな成果を勝ち取る！——佐賀県ブリーダー事件の結末
され、新法によって登録が義務化されている動物繁殖

選任及び「動物取扱責任者研修」の受講が義務付けられ
ました。

弁護士 植 田 勝 博
コウエイドッグスクール（佐賀県鹿島市浜甲２４６０繁
殖場）
こと光武欽次に対する告発の件につき、２００７
年１２月１８日に、佐賀地方検察庁武雄支部の角紀男
副検事より、電話にて、以下の不起訴の理由説明があり
ました。
１ コウエイドッグスクールこと光武欽次の告発は、光
武欽次の息子がブリーダーの届出をしており、
欽次は営
業者ではなかった。
息子は殆ど知らない。
２ 光武欽次には前科歴が殆んどない（かつての交通
違反程度）
。
３ 佐賀県の改善命令とその告発も、息子に出された
ものであって、父への告発としては不適切であった。県
は、
現在、
光武欽次及びその息子のブリーダーの営業登
録は受け付けない扱いをしており、
ブリーダーができな
い。
ブリーダー業をしないとしている。
４ 息子への告発は、息子が殆んどその実態を知らな
い状況にあったので、
起訴が困難である。
５ 上記により、父欽次は、犯罪は認められるが、情状
において執行猶予として処分をした。
６ 佐賀市若宮２−６−２５の欽次（又は息子）のペ
ットショップについては、告発などがなく事件として取り
上げていない。
同様の扱いになる可能性がある。
７ オリバー氏に対する住居侵入については、動物愛
護活動であるので不起訴とした。

第３

課題への具体的取組

１ 飼い主の社会的責任の徹底

（２）
動物取扱業への指導事項の拡大

知していきます。

① 飼い主の自覚と負担に関する説明の徹底

② ねこへの不適切な給餌行為に関する普及啓発
（新規）

動物販売業者が購入者に対して、終生飼養の責務や犬

適正な管理等を行わずに飼い主のいないねこにエサを

の登録等の実施、飼養するための費用負担、問題行動の

与える人に、責任の自覚を促すパンフレットや掲示物を

可能性など、動物を飼う前に理解しておかなければなら

具体的な取組

作成し、市町を通じて自治会等の地域団体に配布するな

ない事項について、適切に説明を行うよう指導を徹底し

飼い主に対して動物を飼い始める前段階から、動物の問

どして、
普及啓発を行っていきます｡

ていきます｡
② 繁殖業者の出荷時期の明示指導
（新規）

題行動の可能性、飼養に要する経費、高齢動物の世話な
どについて十分理解させるなど、社会的責任についての
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7. Concerning the charge against Ms. Oliver of trespassing, the
police have decided not to prosecute, admitting that her act was a
part of animal protection activities.

を落としたのです。
ケースが大きく取り上げられ、
メディ



院等の飼い主がよく利用する施設にもポスター、パンフ

～人と動物が共生できる社会の実現を目指して～

2. Mitsutake Kinji has nearly no crime record only a simple traffic
offence.

fare Management Promotion Plan in our next newsletter) In taking this ma-

2006年12月、
アークは、佐賀県の悪質ブリーダーを告発

佐賀県動物愛護管理推進計画
（素案）

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

Saga for several months. However even if this case had come to court, it is

佐賀県動物愛護管理推進計画（素案）

Saga Breeders Case

（４）
犬、
ねこ以外のペットの適正飼養の徹底
（新規）

親から早く離された幼齢な犬やねこは、病気への抵抗力

啓発等を行うことにより、平成29年度までに動物に関す

犬、ねこ以外のペットの適正飼養の徹底については、犬

る苦情・相談件数の25％削減を図ります。
（平成18年度

やねこと併せて普及啓発を行い、遺棄や虐待の防止に努

が弱く、社会性の獲得が難しい場合が多いことから、動
物愛護管理法では幼齢な犬やねこの販売制限の規定が

比較）

めます。

ありますが、明確な基準がありません。そこで、動物販売
業者が販売する動物の生年月日を表示する際、
その動物

（１）
適正飼養の普及啓発の強化

（５）
多頭飼養者等への監視・指導の強化
（新規）

が繁殖業者から出荷された日も併せて明示することによ

① 安易な飼養防止の普及啓発

現行の法律では出来ない、営業者ではない動物の飼養

り、親から離された時期を購入者が判断し社会性獲得の
度合いを推測できる仕組みを、専門家や事業者団体の

安易な飼養を防止するために譲渡時の講習会におい

者に対する立入検査の権限を条例に規定し、監視・指導

て、飼い主の負担と責任に関する普及啓発を実施しま

の強化を行い多頭飼養者等による周辺住民への迷惑問

意見を聞きながら検討し、事業者が実施するよう指導し

す｡また、動物販売業者の販売説明の中で飼い主への普

題の解決に努めます。

ていきます。

及啓発の協力を働きかけていきます。
② 普及啓発活動の場の拡大
（新規）

２ 事業者の社会的責任の徹底

飼い主に対する普及啓発の機会を広げるため、動物病

現状と課題

（３）
動物取扱業の資質の向上
①動物取扱責任者研修の充実及び受講料の設定
（新規）



Animal
Garden
Niigata
Amsterdam
Shelter
(Japanese)

佐賀県動物愛護管理推進計画（素案）
動物取扱責任者に、法令や動物の取扱に関する最新の

委員会」
を設置し、
アンケートによる学校現場の実態把握

情報を提供、指導し、テストやアンケート等で、理解度の

や臨床獣医師等を対象とした講習会を開催するなどの

① 譲渡事業の協働及び体制の整備等
（新規）

確認を行い、研修内容の充実を図っていきます。
また、動

取り組みが行われています。

犬やねこの譲渡に取り組む動物愛護団体との連携・協働

物取扱責任者に選任される前の初回受講者向けには、

これからは、
こうした取組に対するサポートを行うととも

を図り、動物の譲渡を円滑に行うための仕組みを構築し

基本的な法令等に関する知識と、求められる社会的責務

に、関係機関や団体等と協働しながら、教育現場の動物

ていきます｡また、今後動物愛護団体等との協働を進め

についての内容を加えるなど、必要とされる知識がトー

飼養に関する活動への支援が必要です。

るためには、動物愛護や譲渡活動の基幹となるような愛

タルで習得できるよう、
カリキュラムを工夫し、研修の効
果を高めていきます。なお、研修会充実及び受益者負担

水準の高い動物の取扱い業界の育成支援を行っていき
ます。

日本でペットにとって丁度良い宿泊施設を見つ

to Europe proved a nightmare to board (especially our three Akitas - try

けられないとき、
どうすればいいのでしょうか？

譲渡したい人と譲り受けたい人とを仲介する
「犬ねこの

asking about accommodation for three large dogs and you will understand).

新規）

譲渡登録システム」
をインターネット版として作成・管理

もちろん、
自ら立ち上げるのです！私にとって実際

① 動物愛護推進員は、
地域で動物愛護に熱意と識見を

し、
県民の誰もが利用できるようにします。

I could not find a reliable and reasonably priced pet hotel that would take

の決断はそれほど簡単なものではありませんで

them. Having also heard similar stories from other people, I figured that

したが、私は昨年の春、新潟市の中心にほどな

there was a possibility of a market for a reasonably-priced pet hotel, with

く近い山の麓のペットホテルのオーナーになり

spacious enough accommodation, and a degree of care, that would not

ました。

（１）動物愛護推進員制度の活用（民間ボランティア）
（

③ 譲渡制度の普及啓発
（新規）

るため、
アンケート調査等を行い飼養状況を把握してい

推進員養成／実務研修会の開催、
推進員活動マニュアル

センター等から譲渡を受けた県民の体験談を公開する

き、
「犬の登録等の義務」や「実験動物の飼養及び保管並

の作成、推進員活動を支援するための活動支援窓口を

などして、新たに犬やねこを飼い始めようとする人へ譲

びに苦痛の軽減に関する基準」
を周知し、
「３Ｒの原則」

各保健福祉事務所に設置、そしてステッカー（動物愛護

渡制度の認知度を高める方策を検討し実施していきま

推進員の証）
の作成

す｡

A VOICE FOR ANIMALS

leave the animals in the stressed out state mine had often been in when I
got them back after their stay in the places I had tried.

私は、約５年前からここ新潟で、動物愛護活動に関わるようになりました。
そして、犬や
猫を数匹引き取ることとなったのですが、一年に一度のヨーロッパへの帰郷の際に動

④ 捕獲犬や引取った犬、
ねこの保管期間の延長
（新規）

I had also seen far too many animals, elderly ones in particular, abandoned

狂犬病予防法では、捕獲・抑留後に市町において２日間

and dying lonely and miserable deaths at the hokenjo, because of their

三匹の大型犬のために宿泊施設を探してみれば、分かります。
）
）私は彼らを受け入れ

現在、県と県獣医師会との共催により実施している
「動物

公示し、公示期間満了後１日の期間（計３日間）
を定めて

owners’ circumstances. So I wanted to provide long-term care (fee-pay-

てくれる、
比較的安く、信頼できるペットホテルを見つけることができませんでした。私

替法の活用 Replacement）
等の普及啓発を行っていきま
（２）
動物愛護団体との協働
（新規）

物達を預ける場所を探すのは、
悪夢のようでした。
（特に我が家の三匹の秋田犬は・
・
・
（

愛護フェスティバルさが」や単独で実施している犬、ねこ

当該犬を処分できるとされています。保管期間が長くな

ing, though keeping fees as reasonable as possible) for people who, either

は周りの人々からも似たような話を聞いたことがあったので、
私が試した場所から戻っ

畜産業者等に対して、産業動物の適正な取扱いや施設

の譲渡会等については、
動物愛護団体等と協働で進めま

れば飼い主への返還の可能性が高まりますので、保管

temporarily or permanently were unable to keep their pets. Having got the

の管理について指導を行うとともに、
「産業動物の飼養

す。
また、動物愛護団体が活動しやすいように、イベント

期間の延長をするための方策・仕組みを構築していきま

て来たときに陥っていたような、
ストレスの溜まった状態にならない、十分な世話と広

及び保管に関する基準」
を周知徹底していきます。

の後援、
技術支援及び広報支援等を行っていきます。

す。

support of my family - especially my husband – for the project, and found a

い部屋を提供してくれるペットホテルの需要があると考えました。

また、引取った犬、ねこの保管期間も延長し、新しい飼い
（６）
身体障害者補助犬法の普及啓発

（３）
県・市町・県獣医師会の連携の強化
① 行政担当者研修会の開催及び苦情・相談対応マニュ

ため飲食店や旅館等の関係機関へパンフレットの配布

アルの作成
（新規）

等を行い、
普及啓発の推進に努めます。

動物に関する相談や苦情・相談処理等の業務を適切か
つ円滑に遂行できるよう、感染症や動物の生態並びに犬

３ 連携・協働による施策の推進

のしつけ方法等に関する研修会を開催するとともに、苦

現状と課題

情・相談対応マニュアルを作成し、動物行政担当者へ配

（１）
動物愛護推進員制度の活用
（民間ボランティア）
ものが動物愛護推進員であり、同推進員の活動を支援す

We offer accommodation for about 30 dogs and 50 cats maximum. The dog

せいで、
保健所で孤独で惨めな死を迎えるのを目の当たりにしてきました。
なので、
私は

rooms are 5-6 tatami in size and the average cat room is about half that.

（ただではないものの、出来る限り安い料金で）一生、
もしくはある期間、ペットを飼う

引取り頭数を減らすため犬、ねこの終生飼養を指導する

Most of the dog rooms and some of the cat ones have attached outdoor

ことが出来ない人々のために長期の世話を提供したいと思いました。私は家族、特に

とともに飼い主の安易な放棄を抑止する有効な手段の

areas. We also have larger exercise areas for the dogs, both indoor and

夫の援助を得て、
丁度良い物件を見つけ、
改装し、
昨年の春に営業を始めました。

一つとして、
犬、
ねこの引取りに関して有料化を図ります。

outdoor. Because of our location the area is quiet (apart from the barking

（２）
犬、
ねこの引取り手数料の設定
（新規）

（３）
引取り場所の見直し
（新規）

布します。

その地域に根ざした住民活動の中心的な役割を果たす
（４）
教育機関との連携

る団体が動物愛護推進協議会です。動物愛護推進員の

①

委嘱の推進及び動物愛護推進員への技術的な活動支援

動物の適正飼養や感染症に関する研修を実施していき

動物ふれあい教室の実施や、
教職員等を対象として

体制の仕組みや体制づくりが必要です。

ます。

（２）
動物愛護団体との協働

私はまた、多すぎる数の動物達（特に老犬）が、飼い主たちがどうにも出来ない状況の

of our dogs!) and has many walks that the dogs love because they can pick

私たちの施設は最大で３０匹の犬と５０匹の猫を収容出来ます。平均的に犬の部屋

up the exciting scents of tanukis, rabbits and other wild animals. The facility

は約５〜６畳で、猫の部屋はその約半分です。ほとんどの犬用の部屋と一部の猫用

引取りを申し出た飼い主に対する引取り前再教育制度を

is a member of the American Boarding Kennels Association, and we have

の部屋には屋外の運動スペースがあります。
また、犬たちのためには屋内にも屋外に

導入するとともに、その再教育が適切に行えるよう市町

set and are maintaining as high a standard as possible both in terms of the

もより広い運動スペースがあります。場所が場所なので、
（我が家の犬たちが吠える声

での引取りを廃止し、各保健福祉事務所での引き取りの
際の曜日指定の実施に向けて関係機関と協議します。

facility and care we offer.

以外は）
とても静かで、
タヌキやウサギなどの野生動物の跡を追うことが出来る、犬た
ちが大好きな様々な散歩ルートがあります。
私たちの施設はThe American Boarding

As I have mentioned we also offer reasonably-priced long-term or perma-

Kennels Associationの一員であり、
私たちは提供する施設とケアの面において、
自らに

nent care for pets that their owners cannot care for. We also offer a similarly

対して出来る限り高い目標を掲げ、
精一杯それに応えようと努めてきました。

４ 致死処分数減少への取組

保管期間の延長、不明動物の情報処理システムの整備、

犬やねこの譲渡事業や愛護教育等の事業を拡大してい

現状と課題

ホームページ等を活用した県民に対する情報の提供や

priced service for rescued animals, while their rescuers are looking for new

くためには、
動物愛護団体等と連携し、
事業を展開してい

犬の致死処分数の推移を見ると、年々減少しています

所有者明示の有用性の啓発を図り返還率の向上を図り

homes for them. As you can imagine the demand for this service for cats

先ほど申し上げましたように、
私たちは飼い主が面倒を看られない動物たちのために、

が、
猫の殺処分数はほとんど変化なく3,000頭前後で推移

ます。

has been overwhelming, and cats tend to come in families, which has meant

ある期間、
もしくは半永久的な安い料金での世話を提供しています。
また、似たような

くことが必要です。

しております。
このことは、犬の室内飼養が増加するとと
（３）
県・市町・県獣医師会の連携の強化

もに放し飼いが減少したのに対し、ねこは未だに屋外飼

第４ 計画の推進

a lot of work for the staff caring for all of them. We are now preparing our-

料金設定で、保護動物の保護者たちが、新しい飼い主を探している間も同じサービス

selves for the spring kitten rush.

を提供しています。
ご想像通り、猫のための後者のサービスへの反響はものすごいも

動物に関する行政への苦情・相談は、感染症、動物の生

養や飼い主のいないねこによる屋外での繁殖が多いた

● 計画の周知

態及び犬のしつけ方法等に関する知識が必要となるた

めと考えられます。なお、平成18年度に捕獲･抑留、引取

この計画を市町、関係機関及び関係団体に通知するとと

Although the pet hotel itself is a business, I am also still involved in animal

め、県獣医師会の協力のもと動物行政担当職員の資質

りされた犬のうち、308頭（11.1％）が返還・譲渡されまし

もに、広報、ホームページ等により広く県民に周知し、計

向上のための研修会を開催するとともに、苦情・相談対

たが、
ねこの返還・譲渡は18 頭
（0.6％）
であり、
ほとんどで

画に対する理解と協力を得られるよう努めます｡

welfare and have set up a small group, Animal Friends Niigata. This started

応マニュアルを作成し業務の円滑化を図る必要がありま

きていないのが実情です。
このことは、譲渡会を開いても

● 達成状況の評価と計画見直し

す。

ねこの譲渡希望者に対して、ねこを貰いたいと希望する

本計画は、動物の愛護及び管理に関する施策の着実な

人が極端に少ないためと考えられます。

推進を図るため、毎年、計画達成状況を点検、評価を行

（４）
教育機関との連携

います。
また、策定後概ね５年目の平成24年度を目処に

教育現場では、動物の適正な飼養管理に関する知識を

具体的な取組

もつ専門家がいないため、飼養動物が増えすぎたり、病

適正飼養の普及による繁殖制限や遺棄の防止などの施

本計画の見直しを行います。

SPRING 2008

SPRING 2008

県では、補助犬について県民のより一層の理解を深める

主への譲渡の機会を拡大させます。

suitable property, we converted it and opened for business last spring.

A VOICE FOR ANIMALS

ago. I also adopted several dogs and cats, which on our yearly trips back

（４）
飼い主への返還率の向上
（新規）



from Niigata city.

② インターネットを活用した譲渡システムの活用
（新規）

具体的な取組

譲渡数の増加を図るために保健福祉事務所や動物管理

（５）
畜産業者等への指導
（新規）

April, the proud owner of a “pet hotel” at the foot of a mountain not far

I got involved in animal welfare activities here in Niigata about five years

② 推進員活動を実施するための技術的支援等

す。

decision was not so easily reached, but I somehow found myself, last

がら進めていきます。

持つ人を市町等から推薦してもらい委嘱します。

（苦痛の軽減 Refinement、
使用数の削減 Reduction、
代

your pets in Japan? Why, open your own of course! Well the actual

理センターや保健福祉事務所の役割、
機能等を検証しな

大学や研究機関などでの実験動物の飼養状況を把握す

（４）
実験動物施設への普及啓発
（新規）

What do you do when you can’t find a suitable boarding facility for

護施設や体制の整備が必要と考えており、現在の動物管
（５）
動物愛護思想の普及啓発

の観点から、
一定額の受講料を徴収していきます。
② 動物取扱業の資質向上支援
（新規）

（１）
譲渡拡大のための仕組みづくり

アニマル・ガーデン・新潟

のでした。猫は一家族ごとに入りがちなので、彼らの世話はスタッフにとっては大変な
作業です。
今は、
春の子猫ラッシュに向けて準備中です。

as a group of about 25 volunteers and myself who took over the care of an

ペットホテルの方はたしかにビジネスですが、私は今もまだ動物愛護活動に関わって

elderly hoarder’s cats. The cats we were unable to re-home are now housed

おり、
アニマル・フレンズ・新潟という小さな団体も立ち上げました。
この団体は年老い

at the pet hotel and the volunteers come to look after them there. Several

たコレクターの女性の猫を世話していた２５人のボランティアと私が始めました。
新し

other dogs and cats have already joined their ranks and the activities of

い飼い主を見つけることが出来なかった猫たちは、ペットホテルで保護されており、ボ

the group are expanding. We are planning to set up an adoption event this

ランティアたちが世話に来ています。他にも数匹の犬や猫たちが彼らの仲間入りを果

spring. Depending on how much money we can raise, future plans include

たし、団体の活動は広がっています。今年の春には譲渡会も計画しています。
どれほど

気になるなど、
その世話におわれ、幼児や児童、教師とも

策を展開するとともに、動物愛護団体等との連携強化に

本計画の全文は、佐賀県ホームページでご覧いただけ

starting spaying and neutering programmes for cats, and eventually the set-

寄付金が集まるかにもよりますが、将来的には野良猫の避妊・去勢プログラムや、出来

に負担が大きくなり、動物を飼うことへの抵抗感が増幅

よる返還及び譲渡率の増加を目指し、平成29年度までに

ます。

ting up of a shelter and/or sanctuary so we can help as many animals as

るだけ多くの動物たちを救うためのシェルターの設立を計画しています。

しかねない現状にあることも事実です。

犬及びねこの引取り数の20％削減並びに致死処分数の

http://www.pref.saga.lg.jp/web/_10136.html

possible.

佐賀県獣医師会では、平成17年度に
「学校飼育動物検討

25％削減を図ります。
（平成18 年度比較）

Isabella Gallaon Aoki

イザベラ・ガラオン・アオキ



Alpha Story

アークがRSPCAの国際協会員に！——日本初の認定

ア

ークは、
この度、
日本の動物保護団体で初めて、

を許可し、
RSPCAという組織名が誕生したのです。

英国に本部を置くRSPCA（王立動物虐待防止協

ブライア・シンプソン

は、
報告を受けた虐待ケースの調査、
動物のケアに関す

It always made me sad that his previous family had, for whatever reason,

る援助や忠告、
レスキュー活動、動物施設の立ち入り検

given him up, but I am grateful that he was a part of my life. We spent a lot

査、
それに、
虐待容疑者を告訴するなど……多岐にわた

of time together and he meant the world to me. Alpha passed away January

っています。

15, 2008. He was 17.

域ごとにインスペクター（調査官）
を置くようになりまし

年に2回、
インスペクターが新しく採用されます。出願資

Thank you, Alpha, for the love you gave me, for being so good although I

「協会員は、RSPCAと本国（イングランドとウェールズ）

た。今日では、国内ネットワークの中核としてイングラン

格には、
身体壮健で、服を着たまま50ｍ泳げるという条

never trained you, and making me smile every single day! You will be missed

以外の動物保護団体との間をつなぐリンクです。
関連団

ドとウェールズに172の支部を数えるまでに発展しまし

件もあります。何千人もの応募者の中からほんの一握り

by your friends in Japan and New Zealand.

体に認定されると、助言や研修、キャンペーン支援や財

た。
さらに、付属施設として38の診療所と33の動物セン

の精鋭だけが選抜されます。合格者は12か月に及ぶ新

政援助などを要請する特典が与えられ、世界中の動物

ターを運営しています。

人研修に挑戦しますが、動物福祉法について猛特訓を

私がアルファをひきとったのは、彼が１２才のとき。
もともとの飼い主は、引っ越し先に

受けるとともに、調査技術、面接テクニック、法廷関連ワ

彼を連れて行けないということでした。

会）の国際協会員に認定されました。世界で最も古く、

現在は、
エリザベス女王が同協会のパトロンです。

高名な動物福祉団体であるRSPCAとの連携は、私ども
にとって最高の名誉です。

組織拡大に伴い、RSPCAは英国各地に支部を設け、地

福祉活動発展に関与できます。
」

ークなどの他、
メディア対応、
スピーチ、山地や船からの

もに、動物福祉精神を推進すること。活動成果を上げる

救出法、基本的獣医学術、動物のハンドリングなど様々

アルファが来た日のことはよく覚えています。大きくて、長毛、未去勢。
よく吠える12才の

には動物保護法違反者に対する告発が欠かせません。

なスキルを習得します。

犬でした。私のルームメイトの第一声は、
「何これ？ ジャーマンシェパード？！」 その

1822年、
リチャード・マーチン国会議員が初の動物虐

RSPCAには告発を促す特別な権限はないものの、
イン

アークは、RSPCAの動物福祉水準を維持するべく、動物

待防止法案通過を図り、牛、馬、羊に法的保護を与えま

グランドとウェールズの全住民が「法を犯す者を告発す

愛護を推進し、
日本の動物を苦痛から守るため、いっそ

した。当時、家畜は、食料、交通、
スポーツ提供の“必需

る権利」
を持つ以上、RSPCAもまた「告発の権利」
を有し

うの努力をしたいと思います。

品”に過ぎず、社会通念上、酷使されて当然の時代でし

ているのです。

I adopted Alpha when he was 12. His family was moving from a house to a

た。

2005年には、通報を受けた動物虐待ケース11万

new apartment and they were not taking him with them.

数年後、“人道主義者ディック”として知られるマーチン

841件のうち、1604件についてRSPCA調査官が同協

議員を中心とする22名が、世界初の全国的動物保護組

会の告発部門に訴えました。その結果、被告980名が

I remember the day Alpha arrived at my house - a largish, long-haired, un-

私は友人たちの助けをかりて、何年かかけてアルファにクリケットとかくれんぼを教え

織、
SPCA
（動物虐待防止協会）
を設立しました。
」

有罪となり、749名が動物飼育禁止の命令を受けま

neutered, barking 12-year old male. The first words out of my flatmate’s

ました。彼は人間を信頼するということを少しずつ学んでいきました。
どのような理由

した。

mouth “*@?!!#! It’s a German Shepherd!!” At that time, I had no idea that

があるにせよ、
アルファのもと飼い主が彼を手放したことは、ほんとうに悲しいです。け

this shaggy dog would become such a loyal friend and important part of

れども結果的にアルファが私の生活の一部になってくれた、
そのことは心から感謝して
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て創立されて以来、動物愛護推進と虐待防止のために、

時点では、
この毛むくじゃらの犬が、かくも忠実な友となり私の生活の大きな部分を占

休みなく活動を続けてきました。

その後、動物福祉/保護法は、英国に引き続き、世界中
2005年に告訴された動物虐待事件のうち、

ASPCA（米国動物虐待防止協会）が設立され、1913年ま

RSPCAは96.7％ものケースに勝訴したので

でに各州に動物虐待防止法ができました。1874年には

す。
」

以前アルファは、重い鎖で屋外に繋がれて生きてきました。
そこには犬小屋さえなかっ

my life.

たのです。番犬として育てられた彼は、
あらゆる人、
あらゆる物に対して吠えていました
（でも８才の女の子達に対してだけは吠えませんでした）
。

います。
アルファと私はいつでも一緒。
アルファは私のすべてでした。2008年１月１５
日、
アルファは17才でこの世から旅立ちました。

Alpha had spent his life outside tied on a heavy chain with no kennel. He’d

インド、1903年には香港に、SPCAが設立されました。今

been raised as a guard dog, so he barked at everyone and everything ex-

ありがとう、
アルファ。何もしてあげられなかったのに、いつもあなたはいい子でいてく

日、
世界中ほとんどの国にSPCAがあります。

イングランドとウェールズに323名、
スコットランド

cept eight-year old girls. Over the years, my flatmates and friends taught

れたね。私を愛してくれたね。
あなたがいたから、いつも私は笑顔になれた。
日本でも

「SPCAの活動は1840年までにきわめて高い評価を得

に49名いるRSPCAインストラクターが、助けの必要

him to play cricket and hide and seek and we watched him learn to trust

ニュージーランドでも、
みんな悲しく思うでしょう、
もうあなたには会えないってこと。

たため、
ビクトリア女王が“Ｒｏｙal”（王立）の称号使用

な動物のために24時間体制で働いています。
その任務

people.

RSPCA Association

A

RSPCA Association

RK has recently been accepted as an International Associate member

‘Humanity Dick’ as he was known, was one of the 22 founders of the So-

of the RSPCA, the first animal welfare organization in Japan to be rec-

ciety for the Prevention of Cruelty to Animals . The SPCA became the first

ognized. It is indeed an honour for us to be associated with the RSPCA, the

ブライア・シンプソン
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に広がりを見せて行きました。
アメリカでは、1866年に

めるようになるとは想像もしませんできた。
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RSPCAの目的は、
合法的手段を駆使して虐待を防ぐとと
「RSPCAは、1824年に動物虐待防止目的の小団体とし

national animal protection society in the world.’

oldest and most respected animal welfare organization in the world.

further 38 clinics and 33 animal centres.

In England and Wales there are 323. and in Scotland 49 RSPCA inspectors
providing 24-hour cover for animals in need - investigating cruelty com-

The RSPCA’s purpose is to prevent cruelty and to promote kindness to

plaints, giving help and advice on animal care, carrying out rescues, inspect-

animals by all lawful means. One effective way to achieve this is by taking

ing animal establishments and bringing perpetrators of cruelty to court.

Following Britain, animal welfare and animal protections laws began spread-

private prosecutions against those who break the laws that are in place to

“Association is a link between the RSPCA and animal welfare organizations

ing around the world; the ASPCA American Society for Prevention of Cruelty

protect animals.

outside England and Wales. It gives the Associated Organization the oppor-

to Animals was founded in 1866 and by 1913 every American state has anti-

tunity to seek advice, training and campaign support and financial assist-

cruelty laws . In India the SPCA was founded in 1874, in Hong Kong in 1903.

The RSPCA has no special powers to help it do this but since everyone

Out of thousands that apply, only a handful of applicants are selected. Suc-

ance and is designed to assist in the development of animal welfare activity

Today there are SPCAs in almost every country in the world.

in England and Wales has the right to bring a private prosecution against

cessful applicants embark on a challenging 12-month training course where

someone who they believe has committed an offence, the RSPCA also has

they major in animal welfare legislation and receive training in:

throughout the world. “
‘By 1840 the Society’s work was held in such high regard that Queen Victo‘Since its humble beginning in 1824 - as the Society for the Prevention of

ria gave her permission for the SPCA to be called the Royal Society for the

Cruelty to Animals - the RSPCA has worked tirelessly to promote kindness

Prevention of Cruelty to Animals.

and prevent cruelty to animals.
The Society’s patron today is Her Majesty Queen Elizabeth II
In 1822, Richard Martin MP piloted the first anti-cruelty bill giving cattle,



アルファの話

Briar Simpson

New inspectors are recruited twice a year. Among other entry requirements,
applicants must be physically fit and able to swim 50 metres fully clothed.

“The right of private prosecution “.
• investigation skills and interview techniques
In 2005, out of 110,841 complaints of cruelty received 1604 cases were re-

• court work

ported by RSPCA inspectors to the prosecutions department of the RSPCA.

• media and public speaking

This resulted in the conviction of 980 defendants, and 749 orders banning

• mountain and boat rescue techniques

people from keeping animals.

• basic veterinary skills and animal-handling techniques.

horses and sheep a degree of protection through parliament. At that time

As the Society grew, regional branches were established, with regional in-

cruelty was the norm with animals regarded as little more than commodities

spectors. This development created the nucleus of a national network of

In 96.7% of cases heard by the courts in 2005, the RSPCA achieved a suc-

ARK will work hard to maintain RSPCA standards in animal welfare; to pro-

supplying food, transport and sport.

172 branches in England and Wales that exists today. These branches run a

cessful result. ‘

mote kindness to animals and prevent suffering of animals in Japan.
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あけましておめでとう
ごうざいます！




HAPPY
NEW YEAR!

Tsubaki's Story

ツバキの物語

Tokyo activities

「ジャパンタイムズ」
にアークの動物紹介中

This is a success story of one To-

これは、東京の哀れな“繁殖犬”がついに幸せをつかんだお話です。
ツバキはブリーダ

The Japan Times works with Tokyo ARK

kyo dog. Tsubaki was abandoned by

ーに捨てられました。
（間違いありません——ほぼ同時に、
同地区で、
別のグループが、

ARK would like to say a BIG thank you to The Japan Times for creating a

英字新聞The Japan Timesにアークの動物たちの写真と記事を掲載する機会を

a breeder (almost 100% sure because

同じ状況のアフガンハウンドを発見したのですから。
）彼女がうちにやって来たのは１

chance for ARK animals to tell their stories in the newspaper. The weekly

与えられ、大変感謝致しております。毎土曜日の「写真欄」は、
（WEEKEND/PEO-

another group found an Afghan exactly

年前のこと……ほんの２、
３日、
緊急保護のつもりだったのですが。
あれほど“犬の生き

photo box is the inspiration of Barbara Bayer, Deputy Managing Editor of

PLE面の編集副主任）バーバラ・バイエル氏のご好意によるもの。バーバラさん

in the same condition in the same area).

方”を知らない犬に出会ったのは初めて。生まれながらの本能をまるで失っているよう

the newspaper. Thanks to Barbara, we have a photo box that is not only fun

のおかげで、記事は読んで楽しいばかりか、掲載された動物の半数近くが素晴

Tsubaki came to my place as an emer-

でした。
ガリガリにやせ衰え、毛はごわごわにかたまり……繁殖に使われて“用済み”に

to read, but has led to many of the featured animals which may not other-

らしい家庭にもらわれる成果を上げました、——新聞に載らなければ注目さ

gency foster a year ago for a few days

なったのは明らかでした。

wise have been noticed, finding some fantastic homes. We would also like

れる機会もなかったでしょう。
また、読者の心を捉える素晴らしい写真を撮って

to thank photographers Kentaro Washi and Kyoko Harada for their appeal-

下さる写真家の鷲賢太郎氏と原田京子氏に心からお礼を申し上げます。

and I had never met a dog that didn’t
know how to be a dog. She seemed to

芝生に出られる庭先にいて、玄関前のトイレに行き、
ちょっと立ち止まってから、家の中

ing photos that certainly capture readers’ attention.

have lost all her natural instincts. She

に駆け込みます。
彼女は、
これまでずっとケージの中で暮してきたに違いありません。
リ

was skinny and matted - obviously used

ードをつけて歩くのも初体験。
人なつっこく、
ふらふらした足どりがかわいいけど、
ちょっ

The photo box started in June 2007 and to date 29 animals have been

と危なっかしい。
ラウンジを何度も何度も行ったり来たり……あの子の歩き方をソファ

featured (some twice) with 14 having found homes. If an animal doesn’t get

引き取られる幸運に恵まれました。里親が見つからなければ、
もう一度載せてもらえ

ーで見ているだけで、
見物している私もうちの犬もぐったりと疲れたもの。

adopted we feature them again. What is unique about this photo box is that

ます。ユニークな点は、
リホーミングに成功した動物は写真欄に再登場するのです

for breeding and was past her usefulness.

写真欄は2007年6月にスタートし、今までにアークの動物29匹が取り上げられました
が——中には２回掲載されたものもあります——そのうち、14匹が新しい家庭に

が、今度は新しい家族と一緒の写真が掲載されます。今週は誰が取り上げられ、誰に

すっかり“変身”したあの子の写真を見るのはうれしいこと。
まるで表情が違います。
ツ

with their new family. People look forward to Saturday’s JT to see who will

里親が見つかったか、土曜日の「ジャパンタイムズ」
を楽しみに待っている方も多い

been in a cage most her life. She didn’t know how walk on the lead, and

バキが飼い主さんご一家にとても大事にされている証拠でしょう。

feature each week and who has been rehomed!

のです。

was very insecure although loved people and was very charming in a sort of
drugged up way. She would pace up and down the lounge. I still remember

In support of ARK’s work, The Japan Times provides this space free of

sitting on the sofa with my dog, both of us absolutely exhausted, and just

charge, but to continue long-term we will need a sponsor. If anyone is inter-

います。
しかし、長期継続にはスポンサーが必要になるでしょう。写真欄のスポンサ

watching her pace.

ested in sponsoring the photo box, please email Briar at:

ーシップに興味をお持ちの方は、
東京アークのブライアーまでご連絡下さい。

briar_tokyoark@arkbark.net

briar_tokyoark@arkbark.net 宛に、
eメールをお願い致します。

It is so lovely to see her in these photos. A completely different expression
on her face. This family absolutely love her.
NEW OWNER COMMENTS:
Time flies. A year has passed

「ジャパンタイムズ」紙はアークの活動を支援して、
この欄を無償提供して下さって
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once an animal is rehomed, we feature them again in the paper, but this time

of the genkan, then stand in it and run back inside the house. She must have

She would be outside with plenty of access to grass, go to the toilet in front

since Tsubaki came to our
over-exuberant dog but has

新しい飼い主さんのコメント :

now become very gentle and

早いもので、
つばきが我が家に来てもうすぐ１年になろうとしています。
今では、
ハイパ

the insecure look in her eyes

ーだったつばきもすっかり落ち着いて、
とっても穏やかな家庭犬になっています。不安

from the past has gone. Tsub-

がちだった表情も今では瞳がとっても優しい、落ち着いた表情になりました。
それに、

aki used to have a difficulty

失敗続きだった排せつも今では、
居間のドアのところで自分の意思
（外に行きたい！）
を

peeing and pooing in the right

表現しますし、
家の中で失敗することもなくなりました。
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house. She used to be an

spot, but now she just says “I
want to go out!” and no longer

朝晩の散歩の時もおとなしく、
ご機嫌で散歩しています。ただ、足が早いので着いてい

has a problem.On her daily walks, she walks calmly but joyfully. Sometimes

くのが辛い・
・
・笑 リードがうっかり離れたときは、勢いよく走っていきますがどこかへ

she walks too fast to follow. When off lead, she run ahead but never out

行ってしまうということもなくなりました。
もう少しで広い河原で思いっきり走らせてや

of sight. Soon I will be able to let her out on the riverside to run and play

れそうです。

as much as she wants. Recently Tsubaki had her hair done at a trimmer’s.
Please look at the photo! You see, she has become a perfect Afghan hound.

以前伺った、顔の毛ですが美容室でカットしてもらいました。写真の通り、
とても立派な

She has also put on some weight, reaching 23kg.

アフガンになりました。体重も２２〜２３キロ位になって２回り、いやそれ以上にしっ
かりとした体になっています。
あとは、太り過ぎないように気を

I am a little bit concerned about her relationship with

つけねばなりません。

our miniature-schnauzers who are also family members.
Tsubaki doesn’t play a lot with the two. Probably their

10

最近気になるのは、先住犬にミニシュナ夫婦が２頭いるので

size is too different for her to get along with?? Each time

すが、やはり大きさがずいぶん違うので遊び相手になりにくい

Tsubaki recognizes a large dog on her walk she usu-

ようです。散歩の途中でも、大型犬を見ると尻尾を振って駆け

ally tries to get close to it, joyfully wagging her tail. She

出して行きます。やはりもう一頭同じくらいのワンコがいるのか

might be longing for a good friend of the same size.

な、
寂しいのかなと、
思ったりしています・
・
・笑

Some people say Afghan hounds are difficult to live with.

アフガンは、なかなか家庭犬としては難しいというようなことも

But living with Tsubaki has convinced me that she is the

聞きますが、つばきと一緒に暮らしてこんなに可愛い子はいな

best of all, no other dogs are lovelier than her.

いと感じます。

11

Hamlet

ハムレット

Y

ou may remember that ARK sent eight dogs to Battersea Dogs
Home in London, the summer before last and that they were all

fortunate in finding wonderful new homes in a short space of time.
They had been waiting at ARK for a new owner for a long time because
most people here want small pedigree puppies not older mixed dogs.
In the UK however our dogs due to their charms and personalities were
immediately snapped up.
The road to Battersea needed lots of paperwork and time and the actual flight was very expensive and once they arrived, our dogs needed
time to settle into their new surroundings; new smells, new people, different place and of course a different language. People use the words’
culture shock’ to describe what happens when someone move to another country with a different culture or ‘reverse culture shock when
they return home from a long time abroad. But dogs ? Nobody would

み

missed Japanese people and the Japanese language. He was quite

さんが見つかったことを。
アークでは、彼らは“もらってくれる人”をずっと待ちつづけ

unsettled as a result and was still waiting for a new home after the oth-

てた——日本人は“おとなのミックス”よりも“ちっちゃな血統犬”が好きだからね。
で

ers had gone. But what luck ! Battersea Old Windsor has a Japanese

も、
イギリスでは、
アークの犬はその“魅力と個性”のため、
すぐに“完売”しちゃったとい

staff member, Mariko, and she agreed to foster Hamlet. He was so

うわけ。

much happier being able to understand her and immediately became

At the animal shelter (Battersea Dogs Home) I sometimes sit by the office

more settled. Well in the end she decided to keep him permanently and

counter as an assistant. But I tend to be so exited when I see a cat coming

「バタシーへの道」はきびしかった——めんどうな手続きと書類の山、バカ高いヒコ

Long time no see. How have you been? I am doing well. My English is get-

in that I jump up and put my front paws on the counter. I am often scolded

ーキ代。
やっとむこうに着いたら、
違ったカンキョウに慣れなくてはならない——新し

ting better and better, now I find no language problem in living here. From

because of that. I miss Japan once in a while, especially when I see an

いにおい、見なれぬ人々、変わった場所・
・
・もちろん、言葉の問題も。
「カルチャーショ

spring to summer I enjoyed chasing rabbits, and recently I have had more

Akita or Akita mix in the shelter. I’d be delighted if I could meet you again

ック」
てよく言うよね——“異文化”をもつ国に引っ越した人が感じる・
・
・反対に、長い

And another of the eight, Nelson was at Battersea awaiting a new

fun digging up mole tunnel. Mariko-san always gives a worried look when I

next year. Please come to see me. I guess you are having very cold days in

海外生活から帰ってきたときは「逆カルチャーショック」
。
でも、犬も？犬にもカルチャ

home when the writer Carolyn Menteith came to look for a dog which

make a very large hole in the Queens’ wood, but I don’t care. Last autumn,

Japan, please take care, and have a happy new year.

ーショック・
・
・なんてウソみたいだけど、実はそうなの。
アークの犬8匹のうち、いちば

would epitomise the ‘rescued dog. ‘ Out of all the dogs at Battersea

んカルチャーショックを受けたのがハムレット——とにかく、
日本人と日本語が恋し

she chose Nelson to feature in her book’ Dog Manual.’ As she told us

くてたまらない。新しい生活になじめず、仲間たちが“巣立って”からも、飼ってくれる人

she had no idea when she selected him that he had come from Japan

Love, Ham

all the local parks and trails were closed because of foot & mouth disease
that broke out on a farm nearby. That was very annoying. So instead of the

as you can see by his Christmas letter on the opposite page, he has
landed on his feet.

woods I went for a walk through the high street of Egham, or went shopping

P.S. Just after writing this letter, Ham had some health problem. We brought

を待ちつづけた。
でも、運よく、バタシー・オールドウィンザーに日本人スタッフがひと

and ARK, she just chose him as an appealing dog. His real story, the

for a chew bone in one of its pet shops. But I have to confess that I got but-

him to a vet, and the diagnosis was bladder tumor. He went through an op-

りいた。
その女性マリコさんはハムレットを一時預かることに・
・
・彼はご主人の言葉

fact he had come from a hell-hole on Lake Biwa on the other side of the

terflies in my stomach when I walked down the crowded streets. I am really

eration. Fortunately, the tumor was nonmalignant. We hope he makes a full

がわかるのがうれしくて、たちまち元気回復。けっきょく、マリコさんはハムレットを引

world, only added to his appeal. so Nelson became a star.

a country boy, you know.

recovery soon. Mariko

きとってずっと飼うことに。
彼が幸せを取り戻したことは、
前ページのクリスマスカード
からわかるでしょう？

（株）アルベロベロ様からアークに
多額の寄付——
アルベロベロ社が動物支援のチャ
リティーオークションを開催

At the end of last year
my best friend Why Me

アークの犬８匹のうちネルソンも、
また、バタシーで新しい飼い主さんを待っていた。

passed

over

Why me

Rainbow

そこに、作家のキャロライン・メンティースさんが、“救出された犬”にふさわしい犬を

Bridge. Why Me was the

います。祝典行事の一環として、チャリティーオークショ

the shelter in Osaka. They had an idea to hold a

求めてやって来た。
彼女の本“Dog Manual”
（ドッグマニュアル）
に登場する犬として、

last of a litter of puppies

ンを開催し、収益金をすべてアークに寄付するという企

fun, anniversary party at a big hotel in Tokyo and

バタシーにいる犬たちの中から彼女が選んだのは、
なんと、
ネルソン! ご本人の話に

that had been rescued

画でした。

at the same time raise awareness about animal

よれば、
日本の犬だとも、
アークから来たことも知らずにネルソンを選んだとか。
「この

from a graveyard. No-

welfare. Alberbello is a fashion-design company

子が気にいったから選んだだけ」なんだって。
その悲しい「おいたち」——遠い世界

body wanted her as she

オークションには、東京アークのスタッフも立ち会いま

with shops throughout Japan. As part of the cel-

のどこか、BIWAKOという湖に面した“生き地獄”から救われた事実——も、彼の魅力

was said to be ugly ! She

した。イベントのため特別に製作されたアート作品に

ebration, they held a charity auction with all pro-

を増すはず。
こうして、
ネルソンは“スター”になったというわけ。

was never ugly in my

次々と高値を付ける皆様のご好意を目の当たりにして、

ceeds going to ARK.

opinion. Why Me’s ado年末に、仲良しのワイミーが天国へ行っちゃった。墓地から助け出された“きょうだい

lescence was affected by the Kobe earthquake when so many people

印象的な作品ばかりでした。数点については、大好評で

Tokyo staff attended the event It was heartwarm-

犬”のうち最後に残った１匹だった。彼女は“アグリー”だから誰もほしがらなかったそ

descended on ARK so she was a little bit nervous of strangers. Last

ビディングがストップされるなど、
オークションは盛況裡

ing to see the generosity of the guests as they

うだけど・
・
・僕からすれば、
けっこうかわいい子だったよ。
多感な少女時代に神戸の地

year she developed a brain tumour which was un-operable. She was

に終わりました。多大なご支援とご協力を賜りましたこ

bid on the artwork that had been made espe-

震で思わぬエイキョウを受けることに——人々が続々とアークに押し寄せたから、彼

put on a wonderful medicine which relieved all the pain but like many

スタッフも大感激。見事な色彩と豊かな創造性に富む、

とを、
（株）
アルベロベロ様と記念祝賀パーティご出席の

cially for the event. The colour and creative talent

女は知らない人たちにキンチョウしっぱなし。
去年、
「脳しゅよう」
が見つかったとき、
も

other medicines it can have side effects if we are on it too long. When

２００７年初冬の一日、
（株）
アルベロベロの羽根久美

皆様方に、
私ども一同、
心からお礼を申し上げます。
アー

involved was impressive. They had to stop the

う手術はできなかった。
よく効く薬で痛みはおさえられても、同じ薬を使い続けると副

she was on it she became like a puppy again but off it she suffered.

子代表取締役と廣瀬昌以取締役が、大阪府能勢町の動

クの動物支援のために催されたオークションは、なんと

auction on several items the auction was so suc-

作用があるもの。薬を与えると彼女は“アカチャン”にかえり、やめると苦しんだ。
「楽に

It was hard for Oliver to let her be euthanized, but she went to sleep

物保護施設「アーク」に来訪されました。会社の記念祝

65万円もの収益金を上げました。

cessful. ARK would like to send sincere thanks

してあげる」のは、
オリバーさんにはつらいことだけど・
・
・ワイミーは親しい友人みん

peacefully surrounded by all her friends. She was a gentle sensitive

to Alberbello and all the guests at the anniver-

なに囲まれて安らかな眠りについた。
やさしくて感じやすい、
心のきれいな子だった。

dog with never a mean streak in her. Let’s meet again Why Me, when I

動物福祉についての関心を広く集めたいとのお考えか

At the end of last year, on a cold autumn day,

sary party for their generosity and support. The

ワイミー、
また会おうね——いつか、
僕が
「虹の橋」
を渡るとき。

cross Rainbow Bridge !

らでした。
（株）
アルベロベロ
（Alberobello Co., Ltd.）
は

the Representative Director of Alberbello, Ku-

auction raised an incredible ¥650,000 for ARK

ファッションデザイン会社で日本各地に店舗を展開して

miko Hane and Director, Masai Hirose visited

animals.

賀会を東京の一流ホテルで開催するにあたり、同時に、
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Dear Everyone,

Alberobello holds charity auction for ARK animals
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Hamlet experienced the greatest ‘culture shock’ and in particular he

グズホームに8匹の犬を送ったこと・
・
・そして、
まもなく、全員に新しい飼い主

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

think they have ‘culture shock’ but they do. Out of the eight dogs,
なさん、おぼえてるかしら——2年前の夏、
アークがロンドンのバタシー・ドッ
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Morinomiya Revisited

森ノ宮の大阪府犬管理指導所
本全国、管理センターはどこも似た

After a gap of 18 years, I revisited Morinomiya, Osaka Prefecture’s

ようなもの——たとえ、
「動物愛護

Kanri Centre or pound. This is where dogs picked up from four cen-

センター」と称し、かわいいテーマ

反対側のガス室近くに、鉄格子のはまった檻が３つあ

tres around the Prefecture are brought to ‘be disposed of,’ or in other

パーク風の外観を備え、ほんの数匹

ります。“順番”を待っている犬たちは、侵入してくる炭

words, ‘gassed.’ Last time I visited Morinomiya was in spring, when the

形ばかりの子犬を展示して里親を

酸ガスから逃げようともがいている仲間の姿を見なけ

cherry trees around Osaka castle, Osaka’s top tourist attraction, were

募り、差障りのない部分だけを一般

ればなりません——逃れようと必死でガス室の壁を

in full bloom.

公開していても。死を待つ犬の悲惨

引っ掻き、ゆっくりと、もだえながら窒息死していくの

な実態、また、別の“処刑場”への移

を。部屋は古びていて、設備も老朽化しています。
タイ

I should have memories of those beautiful cherry blossoms but instead I

送を待つ抑留所など、恐ろしい現実

ル貼りの床は絶えず洗浄しているため水浸しで、犬も

was left with a memory of the misery I witnessed in that subterranean hell-

から大衆の目をそらせているので

ぬれています。避難して体を乾かしたり休めるような

hole only a stone’s throw away. In fact ever since then, whenever I pass

す。これらの場所は、たいてい閉ざ

棚など乾燥した場所はありません。彼らは冷たいぬれ

near there or even see a sign saying ‘Morinomiya,’ those painful memories

され 、一般来訪者は立ち入り禁止

た床に寝なければなりません。犬は寒さは我慢できて

come flooding back; just born puppies, puppies two weeks old, one month,

の、離れた、窓のない建物です。そ

も、ぬれて寒いのには弱いもの。その日は1月で凍るよ

two months all piled in a container screaming for food or the warmth of

の中でも、森ノ宮の施設は最悪で

うな寒さでしたが、暖房はまったくありません。容器に

their mothers, dead and dying, waiting for hours or days for the conven-

す——地下にあって、日光は入ら

山盛りのドッグフードが床にこぼれ落ちて排泄物と混

ず、完全な暗闇ですから。“新”管理

ざっていました。

ience of the operators to wheel them into the gas chambers. And the iron
barred enclosures packed with dogs, all with faces turned to face the walls,
shivering, their bodies soaking wet, from the hoses repeatedly sprayed on

Rescued from the jaws of death; the Morinomiya dogs. We want
to find the very best homes we can for these dogs, can you

センターを建てて、森ノ宮から移転

help us ?

them, ‘cleaning the floor’ was how it was described, while food mixed with

するという話は18年前からあったも

このような劣悪な環境が改善されないのは、時代遅

のの、いまだに実現していません。

れの狂犬病予防法に「捕獲した犬は3日で殺処分しな

excrement lay all over the floor. These dogs were not physically dead but

little play pen ‘waiting for adoption.’ The puppy diverted my attention until I

dogs, frightened dogs, dogs that had once been

用地に住民の賛成が得られないのか、予算が障害な

ければならない」
と規定してあるためです。それに、大

mentally they had given up on life. Total silence except for the cries of the

looked across the room to the other side. It was like being on an aeroplane;

pampered pets, now all gone. Morinomiya is no

のか。動物は、大阪府の行政優先順位では常に低いは

阪府には犬を２−３週間個別に収容して審査できる

dying puppies.

here was a puppy being pampered in first class while the rest of the pas-

place for the faint-hearted, nor the sentimental.

ず——なにしろ、日本一ホームレスの数が多いので

ような施設はありません。森ノ宮のスタッフが譲渡先

すから。

を募集できる、
フレンドリーな犬を多数見たとしても、

sengers slummed it out in economy.

Elizabeth Oliver

Yet Osaka Kanri Centre is not alone. Kanri Centres around Japan are simi-

あえて目をそむけて“処刑人”としての任務に徹しなけ

Three iron-barred holding pens with the gas chamber conveniently placed

再訪——劣悪な環境は改善されたか？——

Centres’ which keep the public in the section they want the public to see

at one side. Dogs still waiting have to watch others struggling to escape the

アークに託された12匹の犬にあたたかい家庭を！

with cutesy, theme park exteriors and a few token puppies up for adop-

incoming gas, clawing the side of the chamber in their attempt to escape,

tion, from the real holding place for dogs awaiting death or transportation to

slowly being asphixiated which takes time. The chamber is already obsolete

another places of death. These are often locked, windowless buildings on

and doesn’t always work well. The tiled floors are soaking wet, so too are

the fringe, out of bounds to ordinary visitors. But somehow Morinomiya is
worse in that it is underground, no sunlight and kept in permanent darkness.

この間に殺処分された成犬／子犬の数は、1990年

ればならないのです。一度森ノ宮の収容所に入った犬

には 1 3 , 7 8 8 頭 だった の が 2 0 0 6 年 には 1 , 5 3 9 頭ま

は、所有者であるという確証がない限り、何人にも引

で に 減 少しました 。また 、府 は 数 頭 の 犬（主として

き渡されることなく、一般大衆は立ち入りを禁じられて

2008年1月17日

子 犬 ）を 里 親 に 譲 渡しまし た 。アークが 1 年 間 に

います。

森ノ宮にある大阪府の動物収容所を私が訪れるのは

リホーミングする頭数の半分以下であり、マイクロチッ

the dogs, as cleaning takes place all the time. There is no shelf or dry place

18年振りのこと。大阪府近辺の４つの管理センター

プ登録も、不妊手術も実施していないとはいえ、それ

今回、私が国会議員の松野頼久氏とともに犬管理指導

where these dogs can escape to get dry or rest. They have to sleep on that

から集められた犬を“処分”する（正確に言えば、炭酸

でも、正しい方向への“ささやかな一歩”には違いあり

所を訪問できたのはきわめて幸運でした。松野議員は

The talk for 18 years has been on moving from Morinomiya and building a

wet cold floor. Dogs can endure cold but not wet cold. Being January it was

ガスにより殺す）この施設を私が前回訪問したのは

ません。

保健所に収容される動物の待遇改善のため力を尽く

‘new’ kanri centre but nothing has happened; perhaps finding a location

freezing, yet there was no heating of any kind. Food piled high in containers

1990年春、大阪一の観光名所、大阪城周辺の桜が満

without residents’ opposition or budget have been obstacles, and animals

spills over and mixes with excrement on the floor.

開の頃でした。

homeless population in Japan.

されています。訪問してから4日後、
アークは、里親に出
では、森ノ宮のこの施設で18年間に変わったのは何で

せると見なされた犬5頭の引き取りを許されました。翌

しょうか？今では、個別のケージに入れた犬をエアコ

週にはもう7頭。犬管理指導所の現場スタッフの顔が

Conditions remain like this because the outdated Rabies Control Law states

思 い 出 すの は 美しい 桜 の 花で は なく、そこからほ

ンのきいたトラックに積んでセンターへ運び込んでい

喜びで輝いていました。12頭の犬は“死刑”を免れたの
です。大阪府が新しい動物センターを建設し、犬たち

that dogs must be gassed in three days, and Osaka prefecture has no other

ど近い“地下牢”で目撃した“地獄絵”ばかり。実際、

ます。以前は、何頭も一緒に檻に押し込んで、冷房のな

In 18 years, the number of dogs and puppies killed has plummeted; from

place where dogs could be held, seperately, for a couple of weeks before

その後、付近を通過したり、
「森ノ宮」という看板を

いトラックで運んでいました。夏、40度を超えるトラッ

に“セカンドチャンス”が与えられ、また、スタッフもそ

13,788 In 1990 to 1539 in 2006. And the Prefecture is also adopting out

being assessed. Although the staff at Morinomiya see many potentially

見 た だ けでも、必 ずあの 痛ましい 記 憶 がまざまざ

クの中がどれほどのものか想像できるはずです。ほと

こで働くことに誇りを持てる場所になるよう、私どもは

some animals, mainly puppies, although less than half ARK adopts out in a

rehomeable and friendly dogs come in, they must turn a blind eye and carry

とよみがえるのです。生まれたばかりの子も、生後

んどの犬は屈辱的なワイヤー製輪なわで捕獲され、
ト

精一杯働きかけなければなりません。

year. Though none of them are micro-chipped or neutered, it is a token step

out their job as executioners. Normally once dogs enter Morinomiya, they

2週間、1か月、2か月の子犬も、全部、コンテナに山

ラックにほうり込まれます。犬たちは“処刑”を待つ間、

in the right direction.

are never given out to anyone who cannot prove they are the owner and the

積 みされ 、食 べ 物 や 母 親 の ぬくもりを求 めて鳴き

ワイヤーが首に食い込むのを我慢しなければなりま

心残りなのは、あの子たち全部を救出できなかったこ

general public are not allowed inside.

叫びながら…すでに息絶えたもの、死にかけてい

せん。それが再利用のためにはずされるのは、犬が死

と——小さなパピヨン、毛がごわごわの老シーズー

るものも…コンテナごとガス室 に送り込 む 作 業員

んでからなのです。

2頭、格子越しに体を掻いてほしいとせがむ元気盛り

So what has changed at Morinomiya ? They now transport dogs to the kanri
centre in seperate cages in an air-conditioned truck; previously the dogs

I was exceptionally lucky to visit with Matsuno, an LDP member of the Diet

の便宜に合わせて、数時間、数日間、“運命の時”を

were packed in together, no air-conditioning so you can imagine the condi-

who is working hard to improve the conditions of animals in the hokensho.

待ち 続 けています。また 、鉄 格 子 の はまった 檻 に

私ども は 前と同じ 古 び たリフトで “ 地 下 牢 ” に 下

犬たち、おびえた犬たち、かつては、ペットとしてかわ

tions in summer with with temperatures reaching over 40 degrees inside

And following this visit ARK was allowed to take back five dogs and a week

は 成 犬 がぎっしりと詰 め 込まれ 、全員が 顔を壁 の

りまし た 。白 と 緑 の 壁 、蛍 光 灯 が つ い て い て 、

いがられた子たち……木曜日に見たあの子たちは月

that tin truck were like. Most of the dogs had been caught by taunt wire

later seven more, all of which have a good chance of finding a new home.

方 に 向 けて、が た が た 震え、床 洗 浄 の た め に 時 折

確 か に 、以 前 よりも 明 る い 雰 囲 気 で す が 、電 気

曜日には全員いなくなり、新入りがとって代わる。森ノ

nooses and flung into the truck. Dogs endured these nooses biting into their

The faces of the staff there lit up, it had made their day. 12 dogs reprieved

ホースから流れる水を浴びて全身ずぶぬれになりな

は 人 が い る と き だ け つ く仕 組 み で す 。犬 の 収

宮は気弱な人には耐えられず、多感な人にも向かない

necks while waiting for death. The nooses were only removed after death

from their death sentence. We must work hard to get Osaka Prefecture to

がら…床一面には排泄物と混ざった餌が散らばって

容 所 とし て は 異 常 な くら い 静 か で す 。片 側 の

所です。

to be reused.

build a new centre where dogs are given a second chance, and a place

いる——これが彼らの置かれた惨状。肉体的にはま

サ ークル に は 生 後 3 か 月 の 子 犬 が 里 親 を 募って

where people too have pride to work in.

だ生きていても、精神的にはすでに生をあきらめたも

い ま す。私 が そ の 子 に 引 き 付 けら れ た の も 、部

同然の犬たち。死んで行く子犬の悲鳴を除いては不気

屋 の 反 対 側 に 視 線 を 移 す まで のこと。まるで 飛

We were taken down in the same cranking lift to the dungeon. Certainly a
brighter atmosphere, white and green walls, and florescent lights but re-

My regrets of course in not being able to rescue them all; the little Papillon,

member these are only on when people enter. Total silence which is strange

two old blind matted Shih Tsu, an exhuberant half grown puppy begging to

in a place housing dogs. One one side was a three month old puppy in a

be scratched through the cage bars, a tiny Chihuahua wet and shivering, old

味なほどの静けさ。
しかし、大阪府犬管理指導所だけではありません。日
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lar, even though they may called themselves, Aigo Centres or ‘Love Animal

are always low on the Prefecture’s list of priorities, it has after all the largest
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です。
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の子犬、ぬれて、ぶるぶる震えていた小さなチワワ、老

エリザベス・オリバー

行 機 の 中 の ようで す。子 犬 は ファー ストクラ ス

死地から生還した12頭の犬、“森ノ宮ドッグ”に最高の

で 大 事 に もて な さ れる “ 上 客 ” 。そ の 他 大 勢 は エ

家庭を見つけてあげたいと思います。皆様のあたたか

コ ノミ ー クラ ス で 冷 た い 扱 い を 受 け て い る の

いご支援をお願いいたします。
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ARK NOTICE BOARD

ARK

A/C Numbers
送金方法のご案内

ARK is associated with the RSPCA
and a member society of WSPA

Calling ARK?

ARK Office アーク事務局
Tel :  072-737-0712(1885)    <10:00〜17:00>  
Fax : 072-737-1886    <随時>
毎週火曜日は休苑日とさせて頂きます。
Office closed on TUESDAY

Visiting ARK?

郵便局 Post Office ：
● 特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西
      00900-0-151103
● サンクチュアリファンド Sanctuary Fund
      00970-9-58799  
● 大規模レスキュー Large Scale Rescue Fund
      00970-2-267840
三菱東京UFJ銀行 日生中央出張所
Tokyo-Mitsubishi UFJ Bank (Nissei Chuo branch)
(普)5288059                                                
                
特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

A VOICE FOR ANIMALS

三井住友銀行 池田支店
Mitsui-Sumitomo Bank (Ikeda branch)
(普)1472705                                                                                      
特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

Open: アークの訪問時間
Adoptions :  里親希望: 10:00〜15:00
Visiting hours:  見学希望: 10:00〜16:00
※ご来苑の際は、
お電話にて事前にご予約下さい。
please let us know when you are coming

※ご送金は郵便局をご利用ください。
銀行をご利用の場合
は、
送金時にアーク事務局まで電話またはファックスにて、
お名前、
ご住所、
電話番号、
送金内容をお知らせください。

ARK DIARY
			

１１月

１０日 動物愛護フェスタ
（高槻）出店

アークをご支援下さる皆様方へ

２３日 千里国際学園 International Fair出店

通信にかかる費用を少しでも減らし、
その費用を動物達の

２４日 講演会「悪徳ブリーダーをなくそう」

医療費や餌代として活用出来ないかと思案しております。

於：ドーンセンター（大阪市中央区）
２５日 講演会出席

於：中之島公会堂

SPRING 2008

１２月

いただいたご寄付に対する礼状を不要とされる方は、
お
既にご協力下さっている皆様へは、
この場をお借りして御

１日 聴導犬協会によるトレーニング
４日〜６日 石橋中学校学生職場体験受入
５日 大阪市北区保健福祉センターにて講演
２４日 新聞赤旗取材
１月
９日 加古川多頭飼育現場視察・清掃
１６日 加古川多頭飼育現場へ
１７日 大阪府犬管理指導所にて松野議員面会
２５日 加古川多頭飼育現場へ
２７日 神戸Green Dogにて里親会
３０日 動物取扱業フォローチェック受審

アークメンバーズクラブのご紹介
ARK Members Club
ダイアモンドパウ / Diamond Paw : ¥10,000/月
ルビーパウ / Ruby Paw : ¥5,000/月
サファイアパウ/ Sapphire Paw: ¥3,000/月
パールパウ/ Pearl Paw : ¥1,000/月
ファミリー会員 /Supporting member: ¥10,000/年
サポート会員 /Helping Hand member: ¥5,000/年
個人会員/Subscription member : ¥3,000/年
スポンサー制度  ARK Sponsors
決まった子
のスポンサーになって頂いて、その医療費や食費をご協
力いただく制度です。詳しくはHPまたはパンフレットを
ご覧ください。

ARKで必要とするもの

WSPA会員
特定非営利活動法人
アニマルレフュージ関西 （アーク）
〒563-0131
大阪府豊能郡能勢町野 間 大 原 5 9 5  
Tel: 072-737-0712 (1885)
Fax: 072-737-1886
ARK Animal Refuge Kansai
595 Noma Ohara, Nose-cho, Toyonogun, Osaka-fu 563-0131 JAPAN

Tel: 072-737-0712 (1885)
Fax: 072-737-1886
******************************************

E-mail:
一般
グッズ販売用
Web site

ark@arkbark.net
order@arkbark.net
www.arkbark.net

******************************************
東京アーク  Tokyo ARK :
Tel/Fax: 050-1557-2763
email: TokyoARK@arkbark.net
送金方法のご案内
郵便局：00940-0-250984
P.O. Account: 00940-0-250984

アークは、非営利・非政治の私設団体で、
動物を愛し、積極的に動物への救いの
手を差しのべようとしている人たちへの
ネットワークをつくることを目的として、
1990年に設立されました。
アークの活動内容
●望まれずに生まれてくる犬や猫をな
くすための不妊手術の奨励
●犬・猫などのペットの飼い主の方へ
の様々な呼びかけと啓蒙活動
●犬・猫などの迷い動物の治療および
保護と里親さがし
●現行の動物保護法を真に効力のある
ものにするための行政への働きかけ
これらの活動のための費用のいっさい
と、不妊手術、ワクチンなどのアークで必
要な医療費は、メンバーの方々の会費や
寄付によって支えられています。不幸な
動物たちをなくすために、お一人でも多
くの方に加入いただき、わたしたちの活
動をご理解、
ご支援くださいますよう心か
らお願い申し上げます。

Things  we  need
犬用：処方食(c/d, z/d, i/d, phコントロー
ル)、
ドライフード（メンテナンス、シニア）、
缶詰、
プレミアカラー、マズル(Mサイズ,先
のあるもの)、プラスチック製の大型犬用
ベッド、中型犬用ハーネス＆首輪
猫用：缶詰、かつお節、にぼし、
ドライフー
ド、おもちゃ、処方食(w/d, phコントロー
ル)、小さめのベッド、爪研ぎ

一般：45Lゴミ袋、新聞紙、ハイター、柄の長いほうき＆ちりとり、
ブリキのバケツ、デッキブラ
シ、水切り用のゴムベラ、
カット綿(4x4cm)、生理食塩水、洗濯用洗剤(環境にやさしいもの)、
布ガムテープ、セロテープ、ペットシーツ、ロール状のビニール袋(20x30cm位)、犬用包帯（
ベトラップ）、キッチンペーパー、ティッシュぺーパー、
トイレットペーパー、
ミネラルウォータ
ー、
ドッグフードの空袋（大）、バリカンの替刃（スピーディック用5mm,3mm,2mm,1mm）、
ド
ライヤー（ハンドタイプ）、ベビースケール(10g単位)、DVD-R、DVD-RW、
プリンターインク
（
Canon iP6100D）、あわ＆ひえ
（アヒル用）、8〜9kg用洗濯機、植物の苗（ガーデニング用）
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手数ですが、
アーク事務局までご連絡をお願い致します。
礼申し上げます。

２日 神戸Green Dogにて里親会

A Voice for Animals

Dog : z/d, dried senior/maintenance/growth,
canned food, dried puppy milk
Cat: Dried maintenance/senior, canned food,
toilet sand, scratching boards, cat beds,toys,
katsuobushi, dried bonito flakes
Rabbit food/duck food
General: Premier Collars; S/M/L yard brushes,
metal buckets, cottonwool, disposable clinic
gloves, bleach, floor cleansers, antiseptic soap for hands, washing powder, elasticated vet wrap, sterilized water for clinic use, washing powder,
large paper (food) bags (used OK), mineral water, pet sheets, dog trimming scissors, tea tree oil spray, kitchen scissors, dog muzzles m-size,
tissue paper, toilet paper, blankets, packing tape, sellotape, stainless
food bowls, 45l garbage bags, poo bags, bedding plants for garden.
DVD-R discs, Printer ink for Canon iP6100D printer.

