A VOICE FOR ANIMALS
SPRING 2011

NUMBER

81
A VOICE FOR ANIMALS

Photo : Kaori Kayano
「こんにちは、
ウサギくん。
きみじゃないの？」
（プー）

「“いないふり”しよう。
で、
どうなるか…」
（ウサギのひとりごと）
「やあ、
ウサギくん、
いるんでしょう？」

「いいえ、
いません。
」
（ウサギ、
前とちがう声で）
「だって、
ウサギくんの声じゃないか。
」
「ちがいますよ。
いるはずないもん。
」

（A.A.ミルン作 Winnie the Pooh――邦題
「クマのプーさん」
から）

"Hallo, Rabbit," he said, "is that you?"
"Let's pretend it isn't," said Rabbit, "and see what happens."
"Hallo, Rabbit, isn't that you?"
"No", said Rabbit, in a different sort of voice this time.
"But isn't that Rabbit's voice?"
"I don't think so," said Rabbit. "It isn't meant to be."
Winnie the Pooh A.A. Milne
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shelter animal is in a sense an unwanted thing, a commodity that nobody

Keeping everything clean and tidy does not cost money. Rubbish should be

wants. This is particularly true in Japan where people like brand new, pret-

kept out of sight and feces immediately picked up. Likewise pens and kennels

tily packaged, blemish/ defect- free goods i.e. month old pure-bred puppies with

washed down to avoid smells. If you have an enclosure for dogs to run around

a lengthy pedigree, not a second-hand used animal that someone has thrown

in , a couple pee points in the form of poles in the ground is one way to keep the

away. So like any unattractive commodity, we have to think of ways to make it

pee in one or two places. Storage areas for food and other items should also

more attractive. We have to find any attractive points it has and if none exist we

be kept neat and tidy.

have to think of strategies to create them in order to appeal to potential new

Profiles of the animals together with their picture, age and some interesting

owners. Shelters may think they can't compete with pet shops and the breed-

characteristics, what each animals likes and so on, outside each cage, help

ing circus but we can. We just have to think of more ingenious ways to attract

draw peoples' attention to that animal.

potential customers and to market our animals better.

When describing an animal for someone who may possibly be interested
in adopting it, we should of course be honest. But if an animal has negative

wants to adopt from a place where row after row of dogs are barking at you or

aspects; for example, doesn't like being picked up or has some health issue, we

hiding at the back of their kennels, or turning in mad circles or jumping off the

should keep that negative information back until the person shows a genuine

walls ? Shelters also, due to lack of funds, lack of staff time and pressure to take

interest in adopting it. Once they decide this is the animal they really want, then

in more animals are actually turning friendly potentially homeable animals into

we can fill them in on possible problems. If we talk negatively from the start, they

stressed shells of their former self. And who wants to adopt an animal from a

quickly lose interest.

place which has piles of rubbish around and that stinks of feces and urine ?

Location of animals is important. The more friendly the dog, the waggier

When we look at 'state of the arts' shelters in other countries, especially

its tail, the more people will want to adopt it. Try to pair up friendly dogs with

those run by famous organisations in northern Europe, we envy the scale and

shy ones. Keep them in a prominent location. Keep breed dogs to the back.

wonderful facilities they have, and the fact they have a steady stream of visitors

People who want a particular dog will ask about the one they have seen on

coming to see and adopt pets. But shelters were not always like this. Only a

your homepage. We are trying to rehome dogs of mixed breeds and characters.

couple of decades ago, shelters were places of doom and gloom; lines of barren

Point out that no mixed breed dog is ever the same, they each have completely

cages containing dogs on death row. The dogs looked miserable knowing they

different characters and personalities.

were going to die when space or their time ran out which in turn put off potential

Likewise our homepage is our window to the world. The pictures of our

adopters who couldn't bear to look at those sad faces and so went instead to a

animals should be as attractive and appealing as possible with a profile giving

nearby pet shop to buy a puppy.

an honest but not negative image. Some homepages go over the top and are
filled with lies; showing pictures of happy dogs being walked when in reality the

killing of shelter animals had to stop, that they had to come up with new strate-

dogs are kept chained, seldom walked, in filthy surroundings. It is important to

gies to encourage people to adopt a pet from a shelter rather than buy one in a

always check out a place before deciding whether to adopt or donate money

pet shop. Dogs Trust was one that transformed its image from an organisation

or volunteer.

which was struggling to make ends meet into one that has become the most

Name changes are very important. We have had hundreds of dogs called

successful dog charity in the UK. It did so in several ways; its old name 'National

Chibi, or Shiro, or Kuro, or Gon or some other common Japanese name but

Canine Defence League,' was considered dated and some people didn't under-

people are often drawn to an unusual name. In shelters abroad they find it quite

stand the word 'canine'; its original logo showing a somewhat Victorian image in

difficult to rehome for example, an ordinary mixed black dog that is over eight

dark blue of a poor dog on the street begging to be let into a house, was trans-

years old but by changing the name, people suddenly notice it. At ARK we have

formed into a cheerful dog's head against a bright yellow background and the

had some unusual names; Look at Me, Wannabe, Amazing, You Too, See you

motto " a dog is for life, not just for Christmas" and " we never put a healthy dog

Then, Oh so Sharp, Jolly Roger are just some.

to sleep," struck the right chord in peoples' hearts. These together with skilled

An animal with a horrific story to tell is another winner. A cat called Scarlett

marketing and advertising, brought in huge donations, masses of volunteers as

that repeatedly went back into a burning building to rescue her kittens one by

well as drawing in floods of people wanting to adopt Dogs Trust dogs to their

one and in doing so was badly burnt herself, had phones ringing off the hook by

nationwide shelters. Most other animal welfare organisations in the UK have

2000 people wanting to adopt her from North Shore Animal shelter in the USA.

followed suit; revamping their image and making their shelters welcoming and

At other shelters a three-legged cat is often the first to be adopted. If we make

user friendly. As a result when people are looking for a pet, they either go to a

the story appealing but at the same time being honest, we can be sure that

breeder if they want a special pedigree or more often adopt from a shelter. Pet

animal will find a good home. Animals rescued from natural disasters like earth-

shops as a result have lost their market for selling cats and dogs.

quakes, floods or volcanoes have a great story behind them making it easier to

While we might say, " but those organisations in the UK have lots of money to

find them homes.

build beautiful facilities which we don't have," however, even if this is true, there

And why not adopt animals together ? We have two dogs, one is friendly

are still ways we can change our image within our limited means and resources.

and outgoing, the other very shy but they love each other and if the outgoing

Here are some ideas.

one is adopted, you are left with the shy one who may never settle with another

First impressions are important, so we need to have an attractive entrance

dog. So adopt them together, explaining to the new owner that the two dogs

and reception area and that all visitors are greeted by people working at the

together will be so much easier for them to keep. Both will feel more secure in

shelter. We may have old buildings probably in need of repair, but a bit of land-

the company of the other.

scaping using pots of plants and flowers make people forget the buildings in the

And one last thing which shelters, particularly those operating on a shoe-

background. Likewise wire fences which are a necessity for keeping animals

string budget, may be able to offer, is to keep your opening hours as flexible as

from escaping can be softened by banks of plants. We may not all be gardeners

possible and to have visible road signs showing people how to find you.

but maybe this is a job we can give to creative plant-loving volunteers.

ェルターの動物は、
いうなれば不用品、
「誰からも見捨てられた
もの」
です。
真新しい、
きれいに包装した完ぺきな品を好む日本
人は、
生後1か月の由緒ある血統種犬を選び、
誰かが捨てた中古動物な
ど見向きもしない傾向にあります。
しかし、
「商品」
に魅力がなければ、
人を引きつける工夫が必要です。
動物の持つチャームポイントを見つけなければなりません。
何らかの
「
セールスポイント」
を打ち出して、
未来の飼い主にアピールする戦略が
不可欠です。
シェルター自体が、
ペットショップや繁殖業界にかなうはず
がないと考えがちですが、
そんなことはありません。
クライアントを引き
つける巧妙な方法を工夫して、
動物を
「販路にのせる」
作戦こそ必要な
のです。
「売れない」
のは動物のせいではなく、
シェルター側に責任がある場
合が多いものです。
ずらりと並んだ犬という犬が訪問者に向かって吠え
たてたり、
犬舎の奥にかくれてしまったり、
気が狂ったように回り続けた
り、
飛び跳ねたり… そんな犬ばかりだとしたら、
ほしいと思う人はい
ないでしょう。
シェルターは、
資金や人手不足、
また、
より多くの動物を引き受けなけ
ればというプレッシャーから、
実際はフレンドリーなペットになり得る動
物を、
古傷を癒せぬまま殻に閉じこめてしまうのです。
考えても見てくだ
さい、
ゴミだらけで糞尿の悪臭が鼻をつく施設から動物を引き取りたい
人などいるでしょうか。
海外の最新施設、
特に北ヨーロッパの有名なシェルターを見るにつ
け、
私たちはその規模と素晴しい設備、
そして、
常時何人もの訪問者が
ペットを見に来ては里親契約を結んでいく状況に羨望の念を禁じ得ま
せん。
しかし、
これらのシェルターも最初からそうだったわけではありま
せん。
ほんの20年ほど前まで、
シェルターとは死気の漂う陰気な所であ
り、
「死刑」
を待つ犬を収容する檻が並ぶ場所でした。
犬たち自身がスペ
ース不足や時間切れで殺されることを知っていたため、
ひどく惨めな様
子をしていました。
里親志望者たちの中には、
犬たちの悲しい表情を見
るに忍びず、
結局、
近くのペットショップで子犬を買うことを選んだ人も
少なくなかったでしょう。
その後、
変化が訪れます。
動物福祉団体は決断しました――なんとし
てもシェルター動物の殺処分をやめさせなければならない。
そのために
は、
動物を求める人がペットショップに行くのではなく、
シェルターから
引き取るように仕向ける新戦略こそ必要である。
そう、
気づいたのです。
「ドッグズ・トラスト」
は、
収支の帳尻合わせに苦しむ団体から、
やが
て、
英国でも最も成功した犬保護施設へとイメージを変えました。
その
ために様々な手段を講じたのですが――もとの名称 National Canine
Defence League
（ナショナル・ケイナイン・ディフェンス・リーグ＝全国
イヌ保護同盟）
は古臭く、
Canineというラテン語を理解できない人もい
たでしょう。
旧来の濃紺のロゴは、
ビクトリア朝的イメージが強く、
家の
中に入れてと哀願する野良犬を連想させました。
それを新しく、
明るい
黄色をバックに楽しげな犬の頭部を目立たせるデザインに変えました。
そして、
もともとのスローガンであった
「クリスマスだけの犬ではなく生
涯の犬を」
に、
「私どもは健康な犬を安楽死させたりしません」
と付け加
えたことが人々の共感を呼びました。
巧みなマーケティングと宣伝効果
とが相まって、
英国全土のドッグズ・トラストのシェルターには巨額の寄
付金と多数のボランティアが殺到。
また、
ドッグズトラストの犬を希望す
る人が引っきりなしにやってくるようになりました。
英国内の他の多くの動物福祉団体も、
この先例にならいました――
従来のイメージを一新し、
お客様本位で人々を歓迎するシェルターへ
と転換したのです。
その結果、
ペットを求める市民は、
特別な犬種がほ
しければブリーダーから買うこともありますが、
それ以上に、
シェルター
犬をもらう人が多くなったのです。
ペットショップは犬猫の販売ルートを
失う結果となりました。
日本の動物福祉団体は反論するかもしれません――
「英国の団体に

は立派な施設を建てるほど十分な資金力があるけど、
貧乏な私たちに
はとても無理なことだ」
と。
たとえそれが事実だとしても、
限られた資力
と諸資源の範囲内でイメージを一新できる方法も少なくありません。
そ
の戦術のいくつかを、
次にご紹介しましょう。
もちろん、
私共アークも、
そ
のすべてを完全に実施できているとは限りませんが…
まず、
第一印象が大切ですから、
シェルターのエントランスと受付エリ
アを魅力的にして、
関係者全員が訪問者をあたたかく迎えることが重要
です。
修繕を要するおんぼろ施設でも、
鉢植えのグリーンや草花を効果
的にあしらえば、
人々の視線を背後の古びた建物からそらすことができ
ます。
同様に、
動物の逃走を防ぐために不可欠な金網フェンスも、
植栽
を並べて配置することで印象をやわらげられます。
スタッフ全員がガー
デニングが得意でないとしても、
植物好きでセンスあるボランティアさ
んに頼めるのです。
すべてを清潔に片づけておくことには費用はかかりません。
ゴミは人
々の目にふれないようにし、
糞は直ちに拾うこと。
檻や犬舎は悪臭を防
ぐためにきれいに洗い流します。
犬たちが走りまわる運動場がある場
合、
１-２本棒を立てれば、
トイレ場所の指定効果が望めます。
物品貯蔵
エリアは整理整頓しておきます。
各ケージの外に、
中に入っている動物の写真、
年齢、
興味深い性格、
好きな物／ことなどのプロフィールを掲示しておくと、
その動物に対す
る注目度を上げるのに効果的です。
里親になってくれるかも知れない訪問者に対する動物の説明は、
も
ちろん正確でなければなりません。
ただし、
抱かれるのをいやがるとか、
何か健康問題があるとか、
動物にマイナス面があるときには、
最初の時
点では、
必要以上にマイナスの情報を発信しません。
「これこそ求めてい
た動物かもしれない」
とお客さんの心が動いた時点で、
そのあと初めて、
起こりうる問題をすべて明確に伝えても、
決して遅すぎはしません。
最
初からマイナス点ばかり説明すれば、
たちまち興味を失うものです。
動物の展示場所も重要です。
人なつこい犬、
ちぎれんばかりに尻尾を
振る犬ほど、
多くの人が飼いたいと思うものです。
フレンドリーな犬とシ
ャイな犬をペアにしてみましょう。
フレンドリーな犬を紹介するときに、
同時にシャイな方も見てもらえます。
よく目立つ場所に動物を配置しましょう。
ことさら宣伝しなくても希
望者が殺到する魅力的な純血種は後ろの方に置くというのも、
ひとつ
の戦略です。
特定の犬がほしい人はホームページで見た犬について尋
ねるでしょう。
シェルターは様々な血筋と性格の犬を家庭に紹介しなけ
ればなりません。
ミックス犬は二つとして同じものはないこと、
それぞれ
が他と異なった性格や個性を持っていることを説明します。
ホームページは世界に開かれた窓です。
動物の写真はできる限り魅
力的で見る人に訴えるものを心がけ、
それに、
正直な、
ただしマイナスイ
メージを控えたプロフィールを添付します。
残念なことに、
数ある団体のホームページの中には、
誇張しすぎで、
偽りだらけのものもあります――散歩を楽しんでいる犬の写真を掲載
しておきながら、
実は、
犬たちは不潔な環境の中でつながれ、
めったに
散歩にも行かないなど…… ですから、
シェルターで動物を譲り受ける
場合も、
寄付やボランティアを申し出る前にも、
実態を必ず自分の目で
確認しておく必要があります。
動物の名前もきわめて重要です。
アークにはこれまでに何百というチ
ビ、
シロ、
クロ、
ゴン、
その他、
ありふれた日本名の犬がいましたが、
風変
わりな名前の方が人々の興味を引きやすいのは確かです。
海外のシェ
ルターでも、
ごく普通の黒系のミックス犬で高齢の犬などは希望者が
少ないのですが、
改名したら急に注目されたという例もあります。
アー
クにも変わった名前が注目をひいた犬がいました。
いくつか例を挙げる
と、
ルックアットミー、
ワナビー、
アメイジング、
ユートゥー、
シーユーゼン、
オゥソゥシャープ、
ジョリー・ロジャーなどです。
語るも恐ろしい身の上話を持つ動物も勝ち組候補かもしれません。
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And then something changed. Animal welfare organisations decided that the

シ
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So often it is the shelters that are at fault, not the animals themselves. Who

シェルター改良――人々を引きつける魅力を！

( ４ページに続く）





Tタッチ
（テリントンタッチ）
とは

あ

なたの犬は、
吠え過ぎる、
ものを噛む、
リードを引っぱる、
跳び上
がる、
他の犬や人間に攻撃性を見せる、
などの行動をとりません
か？ 極端に怖がったり臆病である、
毛の手入れをいやがる、
車に酔い
やすい… そういうことはありませんか？ 老齢のため、
体のどこかが
過敏症や痛みに悩まされていたりはしませんか？ 実は、
今ここに挙げ
た問題すべてに、
「テリントンタッチ」
（Tタッチ）
は有効なのです。

「Tタッチ」
は、
動物の緊張緩和と行動矯正のため、
指と手で円を描くよ
うに体中をさするマッサージ技法で、
犬だけでなく、
あらゆる動物を対
象とします。
この手法の先駆者は馬の訓練士・馬術競技者のリンダ・テ
リントン‐ジョーンズで、
伝統的調教法を高めるために円形マッサージ
術を発展させました。
現在、
日本を含む26か国におけるTタッチ施術者
は1,000名を超えています。

エリザベス・オリバー

oes your dog bark excessively, chew things, pull on the lead, jump

general body posture, muzzle, eyes, tail, ears and lie of the body hair. When

up, show aggressive behaviour to people or other dogs ? Is your dog

a dog is nervous he may lick his lips, blow through his lips, show stress lines

extremely fearful or shy, does he/she hate being groomed, or prone to car

on his forehead, eyes will harden, respiration and heart rate will increase, his

sickness ? Is your dog sensitive in certain parts of the body or in some pain

body will be rigid from head to tail, and there may be temperature changes,

due to ageing ? These are all problems the Tellington Touch or TTouch can

for example with his feet or ears becoming cold. Postural patterns, the way

help with.

a dog moves, stands, sits and lies down are linked to a dog's behaviour,
and through observing these we can gauge his likely responses to a variety

TTouch is a massage technique based on circular movements of fingers

of situations. A constantly wagging tail is not necessarily the indication of a

and hands all over the body, for reducing tension and changing behaviour.

happy dog. Many people have been bitten through bending down to stroke

It is used not only with dogs, but can be applied to all animals. It was pio-

a dog that was wagging its tail at the time. Also never look a dog directly in

neered by Linda Tellington-Jones, a horse trainer and competitive rider who

the eye, this to a dog, is a threatening gesture. And simply punishing a dog

developed a method of circular touches to enhance traditional training meth-

for unwanted behaviour will only make existing tension patterns worse and

ods. Currently there are over 1000 TTouch practitioners in 26 countries, in-

lead to the creation of others.

cluding Japan.
Dogs don't like direct contact of hands on their head. How many of us make

恐怖心を持っている動物は学習できません。
逃げ出すか、
または、
防衛
本能から反発して不安にかられるーーすなわち、
逃げるか、
闘うか、
な
のです。
訓練法の多くは、
犬ができないことを強制するやり方です。
犬を
すわらせようと腰の後ろ側を押し下げたことがある方は結構多いので
はないでしょうか？
( 3ページの続き ）

スカーレットという猫は、
燃えさかる建物に何度も入っては、
子猫を１
匹ずつ助け出すうちに大火傷を負いましたが、
その猫を受け入れた米
国の
「ノースショア・アニマルリーグ」
シェルターの電話は鳴りっぱなし
で、
２千人もの人からその猫のを飼い主になりたいとの申し出があり
ました。
他のシェルターでも、
３本足の猫が、
里子にしたい動物ナンバ
ーワンになったという話があります。
私たちは、
話を感動的に盛り上げ
ながらも、
同時に正直であれば、
良い飼い主との縁結びができると信
じています。
地震、
洪水、
火山噴火などの自然災害から救出された動

the mistake of patting a dog we meet for the first time on the head ? If we

cialist from the UK demonstrated TTouch at a workshop. She was join by

do touch, we should choose another part of the body and even then stroke

Caroline Mentieth who has made training films for the Dogs Trust (www.

with the back of our hands. Many dogs suffer from tension in their neck and

youtube.com/dogstrust). Caroline demonstrated the use of clicker training

back. This damage may result from being dragged by its collar as a puppy

in combination with TTouch. Clicker training is based on a reward incentive

or being pulled or checked roughly on the leash, which is why choke chains

when a dog does what you want him to do. The clicker is a small hand-held

do so much damage and should never be used in training or at any other

device that makes a click sound when pressed. " Click" followed by reward if

time. A harness with one end of the lead attached to the chest part and the

he does the right thing, no "click" or reward when he doesn't. He soon learns

other end attached to the back is recommended for dogs that pull. ( see

that doing what you want him to do brings a reward (a treat) and the sound

photo) Other exercises designed to help balance and release tension are

of the clicker tells him he is doing the right thing.

leading a dog over poles laid on the ground. But whether you use exercises

「 Tタッチハーネス 」 special harness

多くの犬は、
頭を直接触られるといやがるものです。
初めて出会った
犬の頭をなでるという過ちを犯す人が、
どれほど多いことでしょう。
犬を
触りたければ、
体の別の部分を選び、
しかも、
両手の甲でなでること。
首
と背中の緊張に悩む犬が多いのは、
もしかしたら、
子犬のときに首輪を
引っぱられたことや、
リードを手荒く引く／急に止めるなどの扱いを受
けたことによるかも知れないのです。
ですから、
有害なチョークチェーンは、
訓練にも日常的にも、
絶対に
使用しないこと。
引っぱる犬には、
胴に装着して胸部と背中に引き綱の
端を取り付ける特殊な
「Tタッチハーネス」
などもおすすめです。
（写真参
照のこと。
）
バランス調整とリラックス効果を増すため、
地面に設置した
ポールの上を誘導するエクササイズもあります。
エクササイズにしろ、
ゲ
ームにしろ、
1回の訓練時間を短く、
しかも、
楽しめるものにすべきです。
ほめられた経験の多い犬ほど、
新しい状況に順応しやすいものです。

When an animal is afraid it cannot learn. It may show its fear by running

more rewarding experiences a dog has, the more easily he will adapt to

away or becoming defensive and reactive; the flight /fight reflex. Many train-

new situations.

ing methods resort to forceful handling focusing on what a dog can't do.
How many of us push down on a dog's hind quarters when we want him to

There are several websites in Japanese and English devoted to TTouch,

sit ? The focus needs to be on what the dog can do. We need to read body

please visit them to find out more.

language in order to understand what the dog is feeling. Key indicators are

アークの新しい犬舎が完成！

建築中…

Tタッチに関するウェブサイトは日本語サイトも英語サイトも複数あ
ります。
興味のある方はぜひ、
インターネット上で調べてみて下さい。

物の場合、
悲劇的ストーリを秘めているため、
里親を見つけやすいもの
です。
そのほか、
２匹の動物をセットにして勧めるのはどうでしょう？ ここ
に２匹の犬がいるとします――Aはフレンドリーで社交的、
Bはとても
シャイ。
２匹は互いに大の仲良し。
Aだけがもらわれて行けば、
内向的な
Bだけが残り、
他の犬とうまくやっていけそうもありません。
それなら２
匹とも同時に薦めてみましょう。
２匹一緒だと飼いやすいことを里親さ
んに説明します――
「相手がいることでお互いに安心できるのです」
と。
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2010年のICAWC
（国際コンパニオンアニマル福祉会議）
プラハ会議
では、
英国のTTouch専門家セーラ・フィッシャー氏がワークショップで
デモンストレーションを行ないました。
「ドッグズ・トラスト」
用の訓練法
ビデオ
（ｗｗｗ.youtube.com/dogstrust）
製作者であるキャロライン・
メンティス氏もワークショップの講師をつとめ、
Tタッチに合わせた
「クリ
ッカー・トレーニング」
を披露しました。
クリッカー訓練法は、
トレーナー
の望む通りに行動した犬にご褒美を与える
「報奨主義」
に基づいていま
す。
クリッカーは握って使う小道具で、
押すとカチッと音がします。
犬が
正しい行動をとれば、
クリック音に続いてご褒美がもらえ、
間違った場
合は、
クリック音もご褒美もありません。
すぐに、
犬はトレーナーの望む
行動をとればご褒美
（おやつ）
がもらえることを学習し、
クリック音から
自分の行動が正しいとわかるのです。

At the 2010 ICAWC conference in Prague, Sarah Fisher, a TTouch spe-

or games, it is important to keep the sessions short and enjoyable. The

犬の反応を注意深く観察しながら… massage techniques
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犬ができることに焦点を置くべきです。
犬の感情を理解するために、
犬の
「ボディーランゲージ」
を読み取る必要があります。
重要な指標に
なるのは、
全身の姿勢、
鼻口部、
眼、
尻尾、
耳、
体毛の状態など。
たとえ
ば、
神経質になっている犬は、
唇をなめたり、
唇の間から息を吐いたり、
額に
「ストレス線」
をつくります。
目は緊張し、
呼吸と心音が速まり、
頭か
ら尻尾まで全身が硬直します。
足や耳が冷たくなるなど、
体温変化が起
きる場合もあります。
様々な体位、
体の動き――立つ、
すわる、
横になる
などの姿勢――は動物の行動と深い関わりを持つため、
姿勢を観察す
ると、
諸状況に対する犬の反応を予測できます。
たえず尻尾を振ってい
る犬が必ずしも友好的であるとは限りません。
尻尾を振っている犬をな
でようと屈んだときに咬まれる人も多いのです。
犬の眼をまともに見つ
めるのも禁物――犬にすれば、
それは
「脅し」
のサインそのもの。
また、
犬の好ましくない行動に対して罰を与えるのは、
緊張状態を悪化させ、
さらに別のストレスを引き起こしかねません。

T-Touch ( Tellington Touch )

↑
建築中…
← 完成！

ARK's new kennel
completed!


Happy Homes

日本聴導犬協会と業務提携を結びました！

日

◆業務提携内容は、
以下のとおりとなります。

Ernie & Luka

以下、
ARKを甲、
(福)日本聴導犬協会を乙とし、
１．
候補犬の優先的な譲渡協力について
① 乙は、
機会があるごとに甲を訪問し、
身体障害者補助犬の適
性ある甲の保護犬を選ぶ。
② 甲は、
乙に対し先約がない場合は、
乙が選んだ犬を優先的に
譲渡する。
など
２．
甲と乙との技術提携
① 乙は、
甲のスタッフに対し、
犬の社会化および基礎訓練技術
の指導を定期的に行う。
② 甲は、
乙のスタッフおよび学院生に対し、
動物福祉について
の指導を行う。
③ 甲と乙のスタッフによる交換研修をできるだけ行う。

ぼん & アッサム
Bon & Assam

ハテナ
Hatena

３．
イベントなどでの協力提携
① 甲乙両者のイベントでは、
周知と集客数を上げる相互協力
を積極的に行う。

Thanks to GEORGE Osaka,
GREEN DOG Kobe,
DOG SIGN & DOG LIFE DESIGN,
Tokyo

なお、
甲乙ともに自主独立運営を行うことから、
以下の内容は提
携契約には含まれない。
① スタッフの共有または出向など
② 資産および運営費に関する協力体制
③ 運営全般にかかわる関与など

Signing the agreement
Moto Arima with Elizabeth Oliver,
and Too Wee Too

調印式にて

有馬もと氏とエリザベス・オリバー、

ARK has long been supported by top of the market
companies; GREEN DOG SQUARE and GEORGE Osaka,
DOG SIGN and DOG LIFE DESIGN Tokyo, which have
DOG LIFE DESIGN

to use their excellent facilities on a regular basis to promote adoptions of ARK

Partnership agreement in Japanese

A

Association. Over the years several of our dogs have been selected as

possible hearing dogs and have received training at the Hearing Dogs Centre in

アークは、ペットグッズ／フード販売などの分野で最先端を行く多くの企

Charity pub night
at Wexford Tavern
in Nishinomiya

R

egulars at the Wexford Tavern, an

Irish Pub in Kurakuen, Nishinomiya

support the Pub's activities in raising

money for charity. ARK went along on
30th January 2011 and received a great
donation of ¥44,771. Thank you all very

much, cheers and

Miyata village, Nagano prefecture. Some of these dogs have become fully-fledged
hearing dogs, while others have become demonstration dogs and those that didn't
make the grade were found good homes, often with their former socialisers.
Moto Arima, President of the Hearing Dogs Association has proposed that ARK
and her organisation form a working partnership to promote animal welfare and
hearing dogs to a wider public; in particular, to cooperate in selection and adoption
of ARK dogs as hearing dogs, to hold events to promote both organisations, and
to exchange staff with a view to education. ARK staff will receive training in dog
management especially socialisation, while hearing dog students will study animal
welfare at ARK.
Both the Hearing Dogs for Deaf People and ARK will retain their independence
in terms of organisational structure, policy, and finance.
ARK is very happy to announce this partnership and cooperation and we look
forward to a lot of mutual activity between our organisations in the coming years.

DOG SIGN

animals. Thanks to these companies for their continuing support.

トゥー・ウィー・トゥー

RK has had a long relationship with the Hearing Dogs for Deaf People

shops selling high quality pet goods and food. We have been fortunate

「ウェクスフォード・
ターベン」
は、
西宮市
の苦楽園駅前にある
アイリッシュ・パブ。
ここで２０１１年１月
３０日の夜、
アークの
ために店内でチャリ
ティイベントが開催され、
来店したお客
様などから、
合計で４４７７１円の寄付
金がアークに寄せられました。
このイベ
ントにご協力下さった皆様に、
心からの
お礼を申し上げます。
皆様の温かな心づ
かいに乾杯！

bottoms up!

業や事業所から、様々な支援を頂いています。
その中から、今回は、
４つの

GEORGE Osaka

お店にお礼をお伝えしたいと思います。
神戸の
「GREEN DOG SQUARE
（グリーンドッグスクエア）」、大阪の「GEORGE（ジ

チャリティ・
ナイト開催

GREEN DOG SQUARE

ョージ）
」
、
東京の
「Dog Life Desgn
（ドッグライフデ

ザイン）」
と
「DOGSIGN（ドッグサイン）」
の４つです。

これらのお店は、
アークの定例の里親会のための会

場を提供して下さっています。毎月開かれる定例の里

親会は、
アークにとって本当に大きな助けとなってい

ます。
ここに、
あらためて深く御礼を申し上げます。
い
つも本当にありがとうございます！

Thanks to London JAWS

西宮のパブで
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この提携契約はどちらかが解約の旨を申し出た場合に、
解消さ
れる。

Working partnership with J.H.D.D.P



アーニー＆ルカ（ミーちゃん & コーちゃん）
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本聴導犬協会とアークは、
長年にわたって協力関係を続けてき
ました。
アークから、
これまで何頭もの犬たちが未来の聴導犬
候補として選抜され、
長野県にある聴導犬協会の施設でトレーニン
グを受けてきました。
その中には最終的に聴導犬になった子もいます
し、
そうならなかった子も、
同協会のデモンストレーション犬として、
あ
るいは一般の里親さんの家庭で、
幸せな第二の犬生を送っています。
このたび、
聴導犬協会の代表・有馬もと氏からのご提案により、
アー
クと聴導犬協会は正式に業務提携を結ぶことになりました。
内容は、
１）
アークから聴導犬協会への犬譲渡の促進 ２）
スタッフ教育・トレ
ーニングの分野での緊密な連携 ３）
広報イベント等での協力 の３
つが柱となっています。
２つの団体は、
独立した団体としてそれぞれの長所を活かしなが
ら、
可能な領域では緊密に連携し、
相互の交流を深めていければと期
待しています。

Thanks to Suzanne Temple

ARK would like to offer its appreciation and thanks for the generosity of London JAWS

Celebrating her birthday recently, Suzanne Temple asked her friends to give

(Japan Animal Welfare Society) in donating once again essential veterinary products

a donation to ARK instead of buying a present for her. We would like to thank

to keep the animals at our shelter healthy. Thank you all very much. Our best wishes

Suzanne for her generosity. The total amount donated from her friends came

to Andrew Laird London JAWS secretary who is retiring after 27 years.

to ¥246,200. Thank you all so much.

スザンヌ・テンプル様のご友人方から、合計で246，200円の寄付金

ご支援ありがとうございます！

がアークに寄せられました。
テンプル様は、今回、
ご自身のお誕生日に

感謝を申し上げます。皆様からの動物医薬品購入の助成はアークにとって

して下さい！」
と御友人方に声をかけて下さったのです。
テンプル様の

JAWS（日本動物福祉協会）
ロンドン支部からの度重なるご支援に、心より
大きな助けとなっております。
ありがとうございます！

際して、
「私へのプレゼントはいりませんから、
かわりにアークに寄付
粋な計らいと、
ご寄付を下さった皆様に心から御礼を申し上げます。
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HAPPY NEW YEAR
from HAPPY HOMES

ARKニュース

ARK News

ARKイベント

原田京子さんのARK写真展『Moving to the future』 東京と仙台で

英国商工会議所主催の「クリスマスクラッカー」

Christmas Cracker byThe BCCJ

T

he BCCJ , British Chamber of Commerce Japan, has had a tradition of
celebrating Christmas with an evening of traditional songs and carols

together with readings and poems in the Christmas spirit. The Christmas
Cracker has been going strong for 25 years and the audience of BCCJ
members are asked to donate generously to a designated charity. On 10th

ARK Events

昨

B

年の2月に、
東京表参道の
「Gallery80」
で、
20周
年記念写真展 "Thank you."を開催致しました。
これまで動物福祉に関心の無かった方、
少し知ってい
たけど現実を見るのが怖いと思っていた方、
実際にシ
ェルターから犬猫を引き取って飼っていらっしゃる方、
大変多くの方にご覧いただき、
それぞれ何かを感じて
いただくことができました。
その反響を受け、
今年も続
けて写真展を開催させていただくはこびとなりました。
昨年とはまた違った、
次の20年に向かう
「ARK」
をご覧
いただけましたら幸いです。

CCJ
（在日英国商工会議所）
は、
毎年、
英国の伝統的クリスマスにふさわ

しい歌とキャロル、
朗読や詩を楽しむ夕べを開催しています。
25年来続

いてきたこの
「クリスマスクラッカー」
では、
パーティ参加のBCCJ会員が指定

慈善団体に寄付をする習慣があります。
2010年12月10日、
東京の英国大使

館で行なわれた
「クリスマスクラッカー」
で、
アークは慈善団体の１つに選ばれ

December 2010 the Christmas

ました。
マルドワインやミンスパイの香りも漂う、
英国式クリスマスを祝

う魅惑の夜でした。
BCCJ会員の皆様、
催しの計画進行にあたられた方

Cracker was held at the British

々、
ありがとうございまし

Embassy Tokyo and one of the

た。
素晴しいパフォーマン

chosen charities was ARK. It

スをご披露くださった出演

was a magical evening with

者の皆様、
そして、駐日英

mulled wine and mince pies,

礼を申し上げます。
アーク

of celebrating Christmas. ARK

は、
このチャリティ収益金

would like to thank the members of the BCCJ, the organisers of the event and the players, including the
British ambassador and his wife, for their unforgettable performance. The

から120万円をいただきま

した。

evening raised ¥1.2 million for ARK.

A

nnouncing for 2011, upcoming Japan Nationwide Photo Exhibitions, featuring

20th Anniversary party at the Hotel Hankyu International

- 20周年記念ファイナルパーティー

Kyoko Harada's vivid and moving photos of ARK animals. These photos bring

alive to us the special appeal of rescued animals, their life at ARK, their stories and
their happy endings.
March 15th - 20th Gallery 80, Omote Sando Hills, Tokyo
August 12th - 17th Sendai Media Park, Sendai-city Miyage-ken

日時：2011年3月15日
（火）
〜 3月20日
（日）
時間：12:00-19:00 （最終日は17:00まで）
場所：Gallery80
（ギャラリー・エイティ）
東京都渋谷区神宮前4-12-10
表参道ヒルズ 西館1F W104
URL：www.gallery80.com
Tel：03-3408-2982
入場は無料です。
８月12日〜17日の会期で、
仙台市の
「仙台メディアパー

ク」
でも開催予定です。
イベント詳細は、
後日、
アークのホ
ームページ等で告知いたします。

大阪イベント
アーク同窓会2011

Osaka Events
ARK Reunion Party 2011 with dogs
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また、
読者の皆様の中に、
写真展開催が可能な会場の情報をお持ちの方、
おられましたら、
ぜひアークの事務局までご一報ください！

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

国大使ご夫妻様、厚くお

a very traditional English way

アーク出身のワンちゃん大集合！
広大なドッグランで思いっきり駆け回ったり、
家族や兄弟との再会のチャンス！！
２本足の皆様。
４本足のお友達との再会を、
スタッフ一同、
楽しみにしております！

日時： 2011年6月5日
（日）
11：00-16：00
場所： 篠山市後川 アークサンクチュアリ建設予定地
参加費： お一人様 1000円
（犬と小学生以下は無料）
内容： おいでおいで競争、
しっぽふりふり競争、
特技／一発芸の披露、
ドッグランでのフリータイム など

A

s a finale to our 20th Anniversary year,
a party was held on 12th December

2010 at the Hotel Hankyu International, Osaka. Among
the guests were four canine members of the Hearing Dog
Association including ShiTsu cross Shin-kun who gave a
professional demonstration of the work of a hearing dog,
delighting the guests. Thanks to everyone who has supported ARK through the years and who joined us that
evening.
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A

RK創立20年祝賀行事の最後
を飾る
「ファイナルパーティ」
が、
2010年12月12日、
大阪のホテル阪急インターナショナルで開催されました。
お迎え
した多数のゲストの中でも一座の注目を集めたのが、
日本聴導犬協会のメンバー犬
4頭。
その中の1頭、
シーズー・ミックスのシンくんは、
聴導犬の
「プロの技」
を披露し、
一
同を楽しませてくれました。
1年間アークをご支援くださった多くの方々、
パーティご出
席の皆様、
ありがとうございました。
心からお礼を申し上げます。

・ 昼食は各自でご持参ください。
温かい飲物とお菓子はご用意いた
します。
・ 参加申し込みをされた方には、
５月中に詳細な案内を郵送にてお
送りいたします。
・ 小雨決行、
荒天中止。
参加ご希望の方は、
メール、
ファックスまたは電話にて。
５月１７日
（火）
までに大阪アークまでお申し込み下さい。

Date: Sunday 5th June, 2001 11:00 - 16:00
Place: Shitsukawa, Sasayama-shi (off prefectural route 37)
Entrance fee: ¥1000 per person (Dogs & Children under 12 free)
- Please bring your own lunch. Hot drinks will be provided.
- Will send details with maps to everyone who applied.
- In case of heavy rain, event will be canceled.
Please let us know if you can come
by 17th May by fax/email or phone.
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Badger passed over Rainbow Bridge in autumn 2008 but he
continues to send his letter to ARK.
ARK has passed its 20th anniversary year so I suppose it is inevitable that
many of our old friends that were with us in the early years, have passed

マサオ

Masao

over Rainbow Bridge; some of them passed away in the arms of owners

Suu & Winnie

スー & ウィニー

and their families after years of being loved and treasured, others who never found a forever home, passed away at ARK. I would like to just mention
a few of them.
Gomin or Gomi as she was originally called since she was found on a
rubbish tip was rescued by a veterinarian and her American husband in
Nagano city. When the couple decided to return to America and close their

その後も天国からアークへ手紙を送り続けています。

clinic, Gomi, together with a dozen cats and dogs came to ARK. Gomin was

「アーク」
ができて20年になるんだから、
昔いた動物の多くが天国へ行っち
ゃったのも無理ないよね。
長年かわいがってくれた飼い主さん家族に抱かれ

て旅立った子もいれば、
家庭に入ることなくアークで生涯を終えたものもあ

る。
今回は、
その中からいくつか紹介するね。

長野市のゴミ捨て場で獣医さんとアメリカ人のご主人に拾われたから、
ゴ

ミンとかゴミと呼ばれていた子。
夫婦がアメリカへ帰るため、
クリニックを閉

じると決まり、
ゴミンは犬猫仲間12匹とともにアークへやってきた。
ゴミンは
お気に入りの人には自分から近寄ってなでてもらうのが大好き。
でも、
だれ

かが
「許可なく」
さわったりすると、
おこった。
そんな彼女も年とともに
「かど」
がとれて、
かまわれても気にせず、
アークのオフィスの中の
「指定席」
を楽しん

でいたよ。

キムも、
ゴミンと同じく
「オフィス犬」
だった。
母、
きょうだいたちと空き家に

く人間をこわがるから、
里親さんと出会うチャンスはなかった。
アークでは、
森の中を自由にかけまわり、
お気に入りの寝場所…スタッフの机の下…で安
眠をむさぼっていた。

和歌山で保護されたとき、
やせっぽちの子犬だったスパーキーは、
やがて、

あたたかい家庭にもらわれていった。
でも、
数年後、
からだが不自由になった
飼い主さん夫婦は老人ホームにはいることが決まり、
犬を連れていけなくな

った。
スパーキーが生涯の最後の数年間を過ごしたのは、
僕もいたことがあ
るオリバーさんのハウス。
昔みんなで楽しく過ごしたものだけど、
さいきん
「虹

の橋」
を渡ってきたスパーキーと僕は再会して、
つもる話に花を咲かせている

んだ。

ドニーは子犬のとき小西家に引きとられた。
神戸の地震で家は大きな被

害を受けたものの、
ドニーは無事だった。
ひと月間、
家族はドニーを連れて指

定ヒナン場所の小学校で暮らした。
小西さんが助けた別の犬、
ハスキーもド

ニーの友だちになった。
ハスキーが死んでから、
家族はリタイアした盲導犬を
引きとったが、
ドニーは彼とも仲良くなり、
2匹はいっしょに眠った。
小西さん
一家の話では、
今までに会った犬の中でドニーがいちばんかしこいとか。
特

技のひとつは、
ゆうびん屋さんを待っていて、
配達された手紙を２階までとど

けること。
ドニーは最期まで元気だったけど、
先ごろ、
２０年の生涯を終えた。
愛らしい表情のセッター犬、
マサオは、
アークのスポンサー動物パンフレッ

トを何年も飾っていたが、
その後、
里親さんにめぐり合った。

スーはシェパードミックスの大型犬、
ウィニーはミニチュアシュナウザー、

２匹いっしょにアークから引きとられたとき、
およそ
「ふつり合いな」
ペアだっ
た。
でも、
数年たつと、
２匹は片時もはなれられない仲に…食べるのも、
遊ぶ
のも、
寝るのもいっしょだった。
去年、
ウィニーが死ぬと、
スーは落ちこみ、
パー

トナーの死をなげいて、
二度と立ちなおれなかった。
しだいに弱ったあげく、
数か月後にあとを追った。

ジョリーロジャーは名前の通り、
陽気で、
遊び好きな犬だった。
写真からわ

かるでしょう――彼は人間家族だけでなく、
猫家族も愛していたんだ。
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approached and touched her without being invited, she got angry. But as
the years passed she mellowed, enjoying the attention of people and her
position in the office.

キム

Kim

Sparky

スパーキー

Gomin

ゴミン

Kim too, like Gomin was an office dog. With her mother and siblings
she had been found abandoned in an empty house and taken to the hokensho. That experience made her very nervous and afraid of people, and
therefore difficult to find a loving home. At ARK she enjoyed running freely

Thank you, Jolly Rodger !

in the woods and being safe and secure in her favourite bed under a staff
desk in the office.

Dear All

Sparkey was rescued in Wakayama as a gangly pup, she soon found
a home with a loving owner. However after a few years the owner and his

Hello. This is Shinsuke Matsuda, who adopted Jolly

wife became incapacitated and had to move from their home into a retire-

Rodger in 1996. We moved from Osaka to Wakayama

ment home where dogs were not allowed. Sparkey spent her final years in

by the sea in 2001. Since then, Jolly and my wife and

Oliver's house where I lived too. We all had so much fun together in the past

me have lived happily for 10 years. However, Jolly be-

and now that she has joined me on the other side of Rainbow Bridge, we

came very weak last year, due to old age, and finally

have so much news to catch up on.

passed away last month.

Donny was adopted as a young dog by the Konishi family. She survived

We had a wonderful 15 years with Jolly. He was a

the Great Hanshin earthquake when the house was badly damaged and

very obedient, gentle and sweet dog. We are happy to

the family with Donny were forced to take refuge in an elementary school

have met him. Thank you very much.
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捨てられていたのを発見され、
ホケンジョへやられた。
そのため神経質でひど

a snappy little dog who chose on her terms to come and be petted.If people

A VOICE FOR ANIMALS
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2008年の秋に
「虹の橋」
を渡ったバジャー。

designated as an emergency shelter for a month. They also rescued another dog, a Husky who became Donny's friend. Donny outlived the Husky
and when the family adopted a retired Guide dog, Donny took to him too
and they always slept together. The Konishis say that Donny was the cleverest dog they had ever met, among her talents was to meet the postman
and carry the mail upstairs. Active to the end she passed away recently at
the age of 20.
Masao, a gentle Setter with an appealing face which featured on ARK's
sponsor pamphlet for several years, found a home in later life.
Suu a large labrador cross and Winnie a minature Schnauzer made an
unlikely couple when they were adopted from ARK together. But over the
years, they bonded; eating, playing and sleeping together. When Winnie
passed away last year, Suu became depressed, mourning her loss and
was never quite the same again. She also went downhill and died a few
months later.
Jolly Roger lived up to his names; he was a jolly, fun-loving dog. As
you can see in the picture of him, he not only loved his people family but
his cat family too.

ありがとう、
ジョリー・ロジャー!
1996年にジョリー・ロジャーの里親を引き受けました松田です。
当
時は大阪に在住していましたが、
その後、
和歌山の海辺に引越しま
した。
以後、
約10年、
つつがなく妻とジョリーと元気に暮らしており
ましたが、
ジョリーは今年の中頃から老化が急激に進み、
先月２９
日午後４時過ぎ、
旅立って行きました。

毎日の散歩では、
公園などで、
かくれんぼのように姿を消してジョ
リーをからかいました。
すぐに姿を現さないと、
大いに不安がり、
小
さく悲鳴をあげつつ走り回っては私を探しました。
相当困らせたつ
もりで姿を現しても、
決して嬉しそうな態度は示さず、
全く何事もな
かったかのように、
瞬時に元の姿に戻って平然としていました。

ジョリーは最初から、
ジョリー・ロジャー
（Jolly Rodger）
という立
派なフルネームを持っていました。
アーク代表のエリザベスさんに、
海賊旗の髑髏のようにコワイからよ、
と由来を説明されてもその意
味がよく判らず、
後日、
別のアメリカ人の小父さんに、
Jolly Rodger
っていうのはあの旗のことなんだよ、
辞書を引いてみな、
と言われて
確認したことを思い出します。

この
〝負け惜しみ〟
は裏の浜で泳ぐときにも見せてくれました。
泳
ぎ好きのゴールデンやラブ君たちと、
ジョリーのことは全く無視して
海中ではしゃいでいると、
大いに意を決して自ら海中に入ってくるも
のの、
羊追いセッターもどき
（？）
のジョリーは、
すぐに浜に逃げ上が
りました。
また、
浜に平行して私が泳いでいくと、
まるで関心がない
かのように砂の匂いを嗅ぎながら、
つかず離れず移動して、
海中の
私について来ました。

しかし我がジョリー君は名前、
風貌に似合わず、
見事な平和主義
者でした。
人、
同族
（ワン君たち）
、
ネコ、
その他諸々の生きもの仲間
たちと争ったり、
威嚇したりするような光景を見たことはただの一
度もありませんでした。

お陰様でジョリーと共に楽しい約１５年が過ごせました。
ジョリー
はとても素直で穏やかな、
かわいい子でした。
こんな素晴らしい愛犬
に出会えたことを、
心から感謝しています。
ありがとうございました。
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ア

ークにはケアの必要な様々な動物がいます。
大きい子から小さ
い子まで、
人なつっこい子から内気な子、
雑種、
純粋種、
年とっ
たもの、
若いもの…… 動物好きの皆様、
私達とともに、
動物たちのた
めに働きませんか？
現在、
アークでは、
次の通りスタッフ数名を募集中です。

東京アーク
＊ バイリンガルの広報スタッフ募集。
東京にはアークシェルターがなく、
フォスターファミリーが動物を預か
っていますが、
東京オフィスでは、
この活動の拡充を図り、
より多くの
方の理解を得て協力者を得るために、
広報担当者を求めています。
社
交性のある方に最適な仕事です。
お問い合わせは、
東京アークの鐘ヶ
江
（かねがえ）
まで。

B

ig/small, friendly/shy, mixed breeds/ purebreds, young/old, ARK

猫らしい猫、
りんどうう

has a mixture of animals in need of care. Do you love animals and

９年前

want to work with them and for them ? We have several job openings

の秋のある朝、ARKの前にひとつの段ボ
ール箱が置かれていました。中には、生
後４ヶ月ごろの５匹の子猫が入っていました。
りんどうはその
中の１匹です。

at ARK.

TOKYO Bi-lingual PR person. Although we have no shelter in Tokyo
and our animals are kept in foster homes, we need help in our Tokyo

office to expand our activities, to let more people know about our work

他の４匹の兄弟はそれぞれ里親さんに貰われて行きました
が、
りんどうだけ残ってしまいました。兄弟の中で一番怖がり
だったそうです。
今のりんどうには怖がりな印象は全くなく、
物
静かで、
奥ゆかしい、
猫らしい猫です。

and to gather more support for this. If you are outgoing and like meeting people, this might be the job for you. Please contact Kanegai san at
Tokyo ARK for more details.

OSAKA Nose Shelter Staff, a general notice. Since our location is

ment at our dormitory near ARK, as accommodation. For more details

OSAKA Nose Shelter Animal Staff. We are looking for people who

want a hands-on job taking care of cats and dogs. The work is physi-

O

ne autumn morning nine years ago, a cardboard

box was left in front of ARK. Inside were five kit-

tens about four months old. Rindo was one of them.

cally hard; feeding, cleaning, walking dogs and so on for a full day in

all weather conditions but you get to spend your time with many furry
friends.

Four of the five kittens found adopters, but Rindo has
remained at ARK. They say he was the one who

OSAKA Nose Shelter Office Staff. Work includes; helping with volun-

scared easiest, but seven years later, the grown-up
Rindo is not at all a chicken. He’s calm, humble, and
very cat-like.

computer software: Filemaker, Word, Excel, and if possible, In Design,

Rindo never approaches people when they visit.

＊ 事務局スタッフ
シェルターを来訪するボランティアさん・ビジターさんに対する応接、
電話・eメールでの応対、
郵便物・宅配便の取扱い、
外で開催されるイ
ベントの補助、
コンピューター操作など。
（ワード、
エクセルなどの事務
ソフト以外に、
パワーポイント、
ファイルメーカー、
イラストレータ、
フォ
トショップ、
インデザインなど扱える方は優遇します。
）
バイリンガルの
方歓迎。

Illustrator and Photoshop. Someone with bi-lingual abilities, a big plus.

OSAKA Nose Shelter Clinic Staff. Work includes; caring for sick animals, those on medication or those recovering from surgery, and assisting the in-house veterinarian or or taking animals to outside hospitals for

anyone was there. He looks at them as if to say, “Oh,
you were here? I didn’t know.” Yes, Rindo is well-mannered. He doesn’t forget to reply with a nice “Meow”, a

落ち着いていて、控えめに甘えたさんで、
こんな
にいい子なのに、里親さんとの出会いがなく、
ずっとARK生活をしているなんて。
すぐには新しい環境に馴染めないかもしれな
いけど、彼を理解してくれる方が1日も早く現れ
ることを切望しています。

few seconds after hearing his name called.

treatment.

He wasn’t a cuddly cat when I started working at ARK
five years ago, but recently he’s started to snuggle up
to me, stepping in my way when I’m cleaning up, and

アーク、
Twitter を始めました！
http://twitter.com/arkbark2010

wriggling his forepaws in acknowledgement that I’ve
called his name.
Rindo is a calm, modest, and cuddly cat. Why hasn’t he
found a home, but been at ARK all this time? He may
not be the kind of cat who gets used to a new environment quickly, yet I really hope that he soon meets an
adopter who understands and accepts him as he is.

＊ クリニックスタッフ
病気の動物、
治療を受けている動物・手術後の回復期にある動物に
対するケア、
アーククリニック獣医師の補佐、
動物を治療のために外
部の病院へ連れて行くことなど。
動物病院勤務経験ある方を優先。
採用に関する問い合わせは、
Eメール、
または電話・FAXにて、
アーク事務局採用担当の岡本まで。

When his name is called, he acts like he hadn’t noticed

私が勤め始めた５年ほど前は、人に甘えてくる
ような子ではありませんでした。最近になって、
自分から寄ってきて甘えてくるようになりまし
た。お掃除の邪魔をしたり、名前を呼んだだけ
でも、
前足をふみふみしたりして。

SPRING 2011
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teers/ visitors, answering the phone and emails, handling post/takkyubin

deliveries, helping with outside events, computer input ( knowledge of

大阪アーク
大阪能勢にあるシェルターのスタッフを若干名募集中。
現地は公共
交通機関によるアクセスが不便なため、
自分で車を運転して来られる
方を優先します。
職場から車で２０分のところに、
アークの寮がありま
すので、
希望者はここに住みながら働くことができます。

りんどうは、人が現れたからといって、
自分から
寄って行ったりなんてしません。 声を掛けられ
ると、
「あ、居たの？」
と、初めて人が居ることに
気づいたかのように振舞える、
たいへん“わきま
えた”猫なのです。そして、相手に失礼のないよ
う、
ワンテンポ置いてから、
「ごろにゃん」
と、
ちゃ
んと返事のできる猫なのです。

A VOICE FOR ANIMALS
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be able to drive and have a car. We can offer a small one-room apartplease contact ARK office.

ブログ
「アークなしっぽ」
より

Rindo, a truly cat-like cat

inconvenient for public transport, those who apply for jobs here need to

＊ 動物担当スタッフ
犬猫の世話をする実地業務スタッフを求めています。
給餌、
清掃、
犬の
散歩など、
天候を選ばぬハードな屋外作業もありますが、
多くの動物
とふれ合う楽しみがあります。
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Extract from
"ARK Tails" Weblog

New staff wanted

ARKスタッフ募集

Notice

ARK twitter has started. Please follow us !
http://twitter.com/arkbark2010

Many people have asked us to enclose a postal remittance slip
with the newsletter, as they find it convenient to have it when
sending their membership/sponsorship fee or making a donation.
Others have contact ARK asking what this is for. Please use it for
this purpose or discard it when unnecessary. Thank you for your
understanding.
ARK OFFICE

お知らせ

更新月が近づいたアークメンバーとスポンサーの方々には、
これまでも
振込用紙をご送付して参りましたが、
その他の方からも振込用紙のご要
望が多くありましたので、前回からニュースレターに振込用紙を同封す
るようにいたしております。
ご不要の方は破棄して頂けますよう、
お願い
致します。
また、
この用紙でご寄付などを頂く場合には、通信欄にその用
途をご追記ください。
よろしくお願い致します。

アーク事務局
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ARK NOTICE BOARD

ARK

A Voice for Animals

A/C Numbers

RSPCA 国際協会員
WSPA会員

送金方法のご案内
郵便局 Post Office：

®

●

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 <10:00〜17:00>
Fax : 072-737-1886 <随時>
毎週水曜日は休苑日とさせて頂きます。
Office closed on WEDNESDAYS

A VOICE FOR ANIMALS

Open: アークの訪問時間
里親希望: 10:00〜15:00
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。

ARK DIARY
出張レクチャー
（豊中第６中学校にて）

１３日 ノラネコ問題を考えるシンポジウム
（大阪市内）
１４日 神戸GreenDogにて里親会
２０日 京都文教大学の学生 アークを見学

00970-9-58799

ARK Animal Refuge Kansai
595 Noma Ohara, Nose-cho, Toyonogun, Osaka-fu 563-0131 JAPAN

大規模レスキュー Large Scale Rescue Fund

00970-2-267840

Tel: 072-737-0712
Fax: 072-737-1886
************************************

E-mail:
一般
グッズ販売用
Web site

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

東京アーク Tokyo ARK:

Tel/Fax: 050-1557-2763

email: TokyoARK@arkbark.net

※ 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。

送金方法のご案内
郵便局：00940-0-250984
P.O. Account: 00940-0-250984

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。いただいたご寄付に対する御礼状を
不要とされる方は、お手数ですが、
アーク事務局ま
でご連絡をお願い致します。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礼申し上げます。
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アークメンバーズクラブ
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

２９日 フェリシモ 取材
３０日 専門学校生アーク見学

12月

9日 カナディアンスクールの生徒 アークで体験学習
１２日 ２０周年ファイナルパーティー
（大阪のホテル阪急インターナショナルにて）

１月

１6日

スポンサー制度 ARK Sponsors

ARK理事会

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。

３０日 神戸GreenDogにて里親会
チャリティ・アイリッシュ・パブナイト
（西宮にて）

ARKで必要とするもの

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

************************************

２２日 チャリティ・ゴルフコンペ
（豊田市にて）

１９日 George Osaka にて里親会

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, i/d, phコントロール,消

Things
Dog : c/d, i/d, ph control,
toys,

we need

化器サポート＜高栄養＞)、
ドライフード
（グロー

dried senior / growth dog food, premier collars, sham-

ス／シニア）
、
缶詰、
おもちゃ、
ハーネス
（両足を

poo, bitter apple spray

通すタイプ）、
プレミアカラー、
レインコート
（足

Cat : w/d, r/d, dried maintenance / senior, canned

を通さないタイプ）
、
ベッド、
シャンプー、
ビターア

food, Katsuobushi, toilet sand, scratching boards,

ップルスプレー、
お米

toys, brushes

猫用 処方食w/d, r/d 子猫用缶詰・パウチ＆ド

General: scrub brushes, yard brushes, dust pans,

ライフード、
成猫用缶詰＆ドライフード、
おもちゃ、
爪とぎ、
ブラシ、
猫用ベッド

metal buckets, cottonwool, bleach, antiseptic soap for hands, elasticated vet

一般： デッキブラシ、柄の長いほうき、柄の長いチリトリ、ブリキのバケツ、ペットシーツ
（特

wrap, large paper (food) bags (used OK), mineral water, pet sheets, tissue paper,

にワイド・スーパーワイドが不足）、ハイター、動物用包帯（ベトラップ）、水切り用ゴムベラ、

toilet paper, blankets, 45l garbage bags, bedding plants for garden, printer ink for

キ ッ チ ン ペ ー パ ー 、ミ ネ ラ ル ウ ォ ー タ ー 、工 具 類 、プ リ ン タ ー イ ン ク（ C a n -

Canon iP4700 & Epson PM-G4500, notebooks, raincoats, rain boots, washing

o n - i P 4 7 0 0 ／ E p s o n P M - G 4 5 0 0 用 ）、レインコ ート（ 人 用 ）、長 靴 、植 物 の 苗 、

power/detergent, large clothes pegs, large plastic buckets with lids for food stor-

洗濯バサミ
（大）、蓋付き大型ゴミバケツ
（プラスチック製）、布ガムテープ、蛍光灯（FL40SS = ４０ワ

age, packaging tapes

ット直線型を募集。
それ以外のものは使えません）
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Tel: 072-737-0712
Fax: 072-737-1886

サンクチュアリファンド Sanctuary Fund

アークをご支援下さる皆様方へ

７日 動物愛護フェスタ参加
（高槻市桃園小学校にて）
8日

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

00900-0-151103

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

Visiting ARK?

11月

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

