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たくさんの神がいて、教えもいろいろ、
いく筋もの道がうねうねと続く、
されど、悲しい世が求めるのは
やさしい気持ちただそれだけ。

So many gods, so many creeds,
So many paths that wind and wind,
While just the art of being kind
Is all the sad world needs.

エラ・ウィーラ・ウィルコックス

Ella Wheeler Wilcox

Lessons from the Earthquake

Elizabeth Oliver

H

ow to compare this year's Great Tohoku Earthquake with the Great

nothing. A sad situation which need never have arisen if the dogs had

Hanshin Earthquake in January 1995. For a start the Hanshin

been microchipped. The same thing happened after the Hanshin quake.

Earthquake only involved an earthquake, whereas the Tohoku earth-

A well-meaning disabled man set up a shelter in a shrine and breed-

quake was followed by a devastating tsunami and the meltdown of the

ers from far away, knowing the area around Kobe was home to wealthy

Fukushima nuclear reactor, a triple disaster. Animals in both cases took

inhabitants and therefore valuable dogs, quickly found rich pickings in

second place to the rescue, evacuation and safety of humans. Of course

the shrine shelter. The kind man was left with the old, the sick and the

the scale of Tohoku with six Prefectures affected was far greater than the

mixed breeds.

Hanshin disaster. In the latter case, the local veterinary associations set
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up a shelter in Sanda and the Japan Animal Welfare Society also had

It also brings into question the ethics of 'rescue.' In an emergency situa-

one in Kobe dealing primarily with cats and dogs plus some small pets.

tion that we had in March where animals lives were at stake if they were

Unlike Tohoku, no farm animals were in need of help. But both of these

not rescued, the lines between rescue and stealing get blurred. Which

facilities closed within the year and a lot of remaining funds which could

is why we were very careful to put out as much information as we could

have been used to set up a permanent evacuation facility for animals in

about any animals we rescued. In particular; ARK's name, address and

times of disaster, were never used for this purpose.

contact number were left at the site where the animal was found, photos of the dog and its collar with other details were sent to the local

Since there is no network of shelters and few private organisations with

authorities and posted on various websites for lost animals, in popular

proper facilities in Japan, a certain amount of chaos existed after the

magazines, as well as on ARK's homepage. As a result we were able to

March disaster; private groups rushed in to rescue, local veterinarians

reunite dogs with or at least contact many former owners. No rescued

took in what they could and government hokensho or animal control cen-

animals should be given to new owners, without the consent of their

tres also accepted animals. We all knew that the BIG ONE was coming

former owner, or until all means to find owners have been exhausted.

but actually no one was prepared for it. Small groups or organisations,
veterinarians, and individuals gathered help through their own networks

Japan being an earthquake prone country is likely to experience further

and volunteers but no overall emergency procedure or concerted action

disasters of this kind in the future. So have lessons been learnt from

was ever put in place, tying all these forces together.

March 11th ? Some perhaps. A few things which should have been in
place and were not;

As we learnt in the aftermath of the Hanshin earthquake, rescue in itself
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is only the beginning, we have to be committed to the long haul. Volun-

* compulsory registration and micro-chipping of all dogs ( and possibly

teers come in droves to help out in an emergency but for how long will

cats) so that owners could be identified.

they stay?

* a central register of organisations, shelters, veterinary clinics and ho-

And so often when we are really getting to depend on them, they go.

kensho able to rescue and take in animals in an emergency, together

Volunteers also need to be housed, fed, transport and organised, all this

with details of their capacity and location.

puts a strain on a small organization. Donations too pour in at the begin-

* evacuation centres designated by the Government for times of dis-

ning but the flood becomes a trickle after a while when people's attention

aster should include facilities for pets. Facilities for evacuation of farm

moves elsewhere. Everyone wants to help by adopting an 'earthquake

animals, in places where there are a high concentration of them, should

animal,' but as time passes, their interest wanes and you are left with

also be considered.

perhaps old or unattractive animals. After the Hanshin quake some ani-

* promotion of neutering by local authorities with perhaps an incentive of

mals remained at ARK for upto 10 years.

a reduced registration fee if pets are neutered.

While keeping animals in varikennels or small cages is necessary
in an emergency, we cannot keep them warehoused like this for
long, they need to be moved into more spacious accommodation.
Forcing animals to eat and excrete in a small cage is bound to
lead to stress and then to illness and in depriving them of QOL is
tantamount to cruelty. Yet conditions like this still exist, (in so called
'shelters for earthquake animals', both private and public ) six
months after the disaster. From rescue to rehoming, a lot of money
must be spent for veterinary treatment; vaccinations, micro-chipping and neutering plus other surgery if necessary. Animals should
not be adopted out until this process is complete.
It was not a surprise to learn that following the March disaster, the
first dogs to disappear ('be rescued') were pure breeds. Some of
these were snatched from people's homes or even from evacuation car parks. When people went to the police to complain, they
were told that since there was no evidence, the police could do
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未来への教訓 ー大震災から学ぶことー

エリザベス・オリバー

今

回の東日本大震災を1995年1月の阪神淡路大震災と比べ
てみると…何よりも、阪神は大地震だけなのに対し、東北
の場合は、地震に次いで大津波発生、さらに、福島第一発電所事
故が追い討ちを…と、三重の災害であったこと。また、地震規模も
東日本の方がずっと大きく、被災地域は６県もの広域に及びまし
た。阪神、東日本、どちらの場合も、人命救助、避難、安全が第一
で、動物は二の次にされました。阪神では、兵庫県獣医師会が三
田市に臨時シェルターを開設、日本動物福祉協会も主として犬猫
と数種の小ペット用シェルターを神戸に設けました。家畜の保護
は必要ありませんでした。ところが、この２施設とも、
１年以内に閉
鎖され、大量の残余資金を災害用の常設シェルター建設に使うこ
ともなく、終わってしまったのです。

緊急時には、バリケンネルなどの小型ケージに動物を収容する
のもやむを得なくても、長時間入れっぱなしは禁物…もっと広い
場所に移す必要があります。狭いケージ内で動物に食事や運動を
強要するのはストレスを招き、ひいては、病気の原因になりかねま
せん。動物のQOLを奪うのは虐待と同じこと。しかし、震災後半
年たっても、
（民間・公立を問わず、いわゆる「被災動物避難所」
の中には）このような状況が見られます。レスキューからリホーミ
ングまで、医療、ワクチン接種、
マイクロチップ登録、不妊手術…さ
らに、場合によっては手術などにも…大変な費用を要しますが、
全プロセスが完了するまでは、動物を新しい飼い主に引き渡して
はいけません。
3月の大震災後、最初に消えた（“保護された”）犬が純血種ば
かりであったと知っても、驚くにはあたりません。多くは住宅から
姿を消し、避難所の駐車場から盗まれたものもあります。飼い主
が警察に出向いて訴えても、
「証拠がないから何もできない」と相
手にされません。犬がマイクロチップを装着していれば防げたは
ずなのに…残念です。阪神淡路大震災のときも同様のことが起き
ました。体の不自由な男性が、善意から神社の境内にシェルター

「レスキュー」の倫理についても問題があります。3月の大震災の
ように、保護しないと動物の命が危険にさらされる緊急時には、
「保護」と「盗み」の間の境界線があいまいになります。私どもの
場合、救助した動物全員について出来る限り情報を公表するよう
細心の注意を払っています。具体的には、アークの名前、住所、連
絡先電話番号を動物の発見現場に残し、首輪をつけた犬の写真、
その他の情報を地元自治体に送ると同時に、アークHPほか、数
種の有名ウェブサイトにも「迷子犬」として掲載しました。その結
果、何頭かの犬が家族のもとに戻り、少なくとも、飼い主と連絡が
つきました。保護犬を持ち主の承諾なしにーどうしても飼い主が
判明しない場合は別としてー別の人に譲渡してはなりません。
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阪神淡路大震災後に私どもが学んだのは、レスキュー自体は、
長期的に関与すべき取り組みの始まりにすぎないということ。災
害時にはボランティアがどっとやって来て助けてくれても、継続的
な力にはなりません。本当に頼りにしたいときには、彼らはもうい
ないのです。また、ボランティアには、住まい、食事の提供、輸送
や組織化も必要なため、小組織には負担になりがちです。寄付金
もまた然り…最初はどんどん入ってきても、人々の関心が他に移
るにつれて先細りしてきます。
「被災動物」を引取って援助しよう
という人は大勢いても、次第に興味がうすれ、結局、保護施設に
残るのは、老齢か、人気のない動物ばかりになります。阪神淡路
大震災の後、私どもに残された被災動物の中には、その後10年近
くもアークで暮らした子たちもいました。

を構えました。高級住宅地を擁する阪神間には「高価な犬」が多
いと心得ているブリーダーたちが遠方からやって来て、神社のシ
ェルターから「金になる犬」をすばやく持ち去ったのです。心やさ
しい男性のもとに残されたのは、年寄りや病気の犬、雑種ばかり
でした。
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日本にはシェルターや少数の（然るべき設備をもつ）民間動物
保護組織をつなぐネットワークがないため、3月の大災害後、混乱
が起きました。民間グループが続々と救助に駆けつけ、地元獣医
師会はできる範囲の援助に努め、公的機関の保健所・動物管理
センターも独自に動物を受入れたのです。いずれ大地震が来るこ
とはわかっていても、現実には誰も備えをしていませんでした。小
グループ・組織、獣医師、個人が、それぞれのネットワークとボラ
ンティアに頼って奔走しました。しかし、全体的な緊急手順も連携
行動も確立されておらず、総力を結集できなかったのです。

地震国の日本は、将来的にも同様の災害に見舞われる恐れがあ
ります。では、3月11日の大震災から私たちは教訓を学んだでしょ
うか…おそらく、少しは。将来の災害に備えるべき課題を整備して
おく必要があったのに、なおざりにされてきた案件の幾つかを提
示しておきます
＊すべての犬の飼い主に…（できれば猫にも）マイクロチップ登録
を義務付けること。これにより、持ち主が特定できる。
＊地域内に点在する動物関連施設のうち、緊急時にレスキュー、
受け入れができる救援組織、シェルター、動物病院、保健所を登
録し、場所、収容力などの情報を集中管理して災害に備える。
＊災害時に、国・自治体が指定する避難所にペット用施設を含む
こと。家畜が多い地域では家畜避難所も考慮すべきである。
＊ペットを避妊させる飼い主には、登録料の割引や補助金を出すな
ど、自治体当局がペットに対する不妊・去勢手術を推進すること。
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Report by Shigeki Imamoto

福島レポート

今本成樹

D

日

My name is Shigeki Imamoto and I am a Japanese veterinarian. I run

震災後に福島の第一原子力発電所周辺に設定された警戒区域に何度
も足を運んでいます。そこで見たのは、忘れ去られた動物たちの姿で
した。牛や豚、鶏が餓死していました。犬や猫も。

r. Imamoto is a well known Veterinarian in Japan. Here he appeals
for international help for the animals in the 20k zone on his blog

本の獣医師 今本成樹（Shigeki Imamoto）です。
私は、奈良県で動物病院をやっています。

in mid-June.

an animal clinic in Nara Prefecture.
I have made several trips to the danger zone in the vicinity of the Fukushima Daiichi nuclear plant since the earthquake and tsunami disaster
occurred. I’ve seen what has happened to the animals that were left behind. Cows, pigs and chickens starved to death. Dogs and cats as well.
After the incident at the Fukushima Daiichi nuclear plant, residents were

福島の原子力発電所における事故後に、福島の方々は数日で帰れる
と言われ、福島第一原発から20㎞圏内より外に移動させられまし
た。数日のことと信じて、動物をそのままにされた方は、苦しんでいま
す。現在、警戒区域へは、順次一時帰宅がなされていますが、その中
で彼らが目にするのは、手塩にかけて育てた家畜の餓死した死体で
もあります。長年共に暮らし続けたペットの死体でもあります。
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evacuated from the area within 20 kilometers of the plant and told they
would be able to return in a few days. This is a very painful situation
for those who left their animals believing it would be for just a few days.
They are now able to make temporary visits back to their homes, and in
doing so are confronted with the starved corpses of cattle they raised

警戒区域が設定される前に、日本の多くのボランティアの手によりか
なりの数の動物が救われました。畜産家の方々は区域外へ移動させ、
中には、牛や豚を畜舎外に放した方もおられます。多くの方々が考え
抜いたうえで行動されています。

themselves, as well as the dead bodies of pets with whom they lived for
many years.
Before the danger zone was established, a great number of animals
were rescued due to the efforts of volunteers in Japan. Some of those
who kept cattle released them from their pens before they themselves
were evacuated from the zone. Many thought long and hard before
taking action.
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No one wanted to see animals that they had raised suffer death by starvation. But the 20 kilometer limit, which was abruptly imposed, became
a line that determined life or death for many animals. Currently, primarily
through the Ministry of the Environment, volunteer veterinarians have
begun rescuing pets in response to requests. But these efforts so far

誰しもが、自分が育て上げた動物を餓死させたくはなかったのです。
ただ、いきなり設定された20㎞という壁が、多くの動物の命の線引き
となってしまっています。現在は、環境省が主体となり、ボランティア
獣医師たちの手で依頼があったペットの救済はスタートしています。
しかし、これらは一日に数頭を県外へ出せる程度の活動で、大きな成
果はあげられていません。未だ一時帰宅ができない区域もあり、その
場所に住んでいた飼い主さんには本当に辛い日々が続いています。
そんな中でも、動物たちは、生きようとしています。
飼い主さんや行政の方々、畜産課の方々は、生きてほしいと願ってい
ます。
これだけの声がありながら、いまだ我々は20㎞の壁の外で、心配する
ことしかできません。

have managed to bring only several pets out of the zone each day, and
not yielded great results. There are also some areas where pet owners
have been unable to make any visits back to their homes, and every
passing day brings them pain.
Through all of this, animals have survived. Pet owners and cattle owners alike hope for their survival. Despite all of this concern, thus far,

私も調査に何度も許可を得て入りました。
もはや調査する時期ではありません。助ける時期です。
命がまだそこにあるのです。
多くの方が声を上げていただき、
今の状況を変えていけたらと思います。

unable to enter the danger zone, we could do little other than worry.

新庄動物病院の掲示板
I’ve received permission several times to enter and assess the situation.
It’s no longer time to assess. It’s time to act. There are lives still waiting
to be saved.
If we raise our voices on this issue, we can bring about a change in this
situation.
— Doctor of Veterinary Medicine Shigeki Imamoto
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http://blogs.yahoo.co.jp/shinjo_ah

Cracker

ARK News
2006年6月19日、8頭のアーク犬がロンドンのBattersea Dogs Home（バ
タシー・ドッグズホーム）に向けて長い旅に出発。彼らはロンドンの西、ウィ
ンザー城近くの田園地帯にあるOld Windsor Shelter（オールドウィンザー
シェルター）に預けられました。全員、あまり若くない日本犬ミックスで、最
年長のマーマルは10歳でした。間もなく、ハムレットを除く７頭は、素適な
英国家庭に引き取られました。新しい環境――におい、音、人々、いろいろ
な日課など――すべてが日本とは異なる経験でしたが、彼らはすぐに順応し
ました。ハムレットだけは、カルチャーショックに陥り、特に、英語になじめ
ませんでした。幸い、オールドウィンザーのスタッフに穂積麻里子さんという
日本人がいて、ハムレットを預かってくれたため、彼は落着きを取り戻しまし
た。やがて、ハムレットは麻里子さんの「養子」となり、彼女の行く所どこへ
でも―職場にまで―同伴していたのですが、残念ながら、2010年9月に亡く
なりました。

た。彼女はハムレットの「古巣」を見ては感慨にふけり、別のアーク犬を引き

sea Dogs Home in London. They were kept at the Old Windsor shelter

受ける決心をしました。選ばれたのがクラッカーです。当然ながら、犬を英国

which is in the countryside near Windsor Castle west of London. These

へ輸送するには長期間かかり、煩雑な手続きが必要です…まず、
マイクロチッ

dogs were all mixed Japanese breeds and none were young, the oldest

プを埋め込み、狂犬病ワクチン接種、
１か月後、血液サンプルを指定検査所

Marmul was ten years old. But within a short time they had all found

に送って、
（抗体確認のため）タイター量を測定。６か月後に、
やっと、クラッ

wonderful new homes with British families, that is except one; Hamlet.

カーを英国に連れ帰る準備が整いました。関西からロンドンへは直行便が

All the dogs experienced this new environment; smells, sounds, people,

ないので、日本の検疫を受けるには前の日に成田へ飛ぶ必要がありました。

routine, all different from what they had known in Japan. But they quickly

犬のホテル代は麻里子さんの宿泊費よりも高くついたのです。７月13日に日

adjusted. Hamlet however suffered from culture shock especially he

本を発ったクラッカーは、
今では、イギリスの新居で元気に暮らしています。

missed the Japanese language. Lucky for him though, one member of
Old Windsor staff was Japanese, Mariko Hozumi. She agreed to foster
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その後、久し振りに帰国の機会を得た麻里子さんが、アークを訪ねてきまし
On June 19th 2006, eight dogs left ARK for the long journey to Batter-

him and under her care Hamlet relaxed and felt at home. In the end he
Hamlet passed away in September 2010 and Mariko could return to
Japan for the first time in many years.
Coming to ARK she remembered Hamlet and how he had been here
and she decided to adopt another dog. She chose Cracker. Of course
the process of taking a dog to England is very long and complex; first
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became her dog and he went with her everywhere even to work. Sadly

a microchip, then a rabies shot and after a month a blood sample has
to be sent to a designated laboratory for a titre reading. If the result is
alright , the dog must remain a further six months before he can be
exported to England. Six months passed and finally Mariko prepared
to take Cracker back to England. Since there are no direct flight from
Kansai to London, Cracker had first to be flown to Narita, a day before
his flight to London, in order to pass through Japanese quarantine. His
overnight hotel cost more than Mariko's. He left Japan on July 13th and
is now safe and sound in his new home in England.
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Extract from
"ARK Tails" Weblog

ぼくら、心のバリアフリー。 ブログ「アークなしっぽ」
より
No barriers here !

道端

で、たったひとりで保護されたポーち
ゃん。治療や不妊手術、ワクチン接

種も終わり、新顔の彼が暮らすことになった猫舎は…
コマル「お？また新入りでっか？」
ケンタ「兄チャン、どっから来たん？」
ミャー「シュッとした男前やんかいさ！
あめちゃんあげよか？」
そう、以前ヒカルがつぶやいていた、コマル達のお部
屋です。猫は環境の変化に弱いので、カップリングは
時間と根気と気遣いが大切ですが、コマル達もヒカル
もポーちゃんも、子犬より適応力が高く、フレンドリー
すぎるくらいフレンドリー。

A VOICE FOR ANIMALS

Po-chan was rescued on a roadside. After finishing a

初めてあった日から、ガッツリ肩組んで甘噛みし合う

course of special medication, neutering and vaccina-

ほどじゃれあって、何年も寝食を共にした気心知れた

tions, he's the new face in the cattery.

仲間のような馴染みようは、見ていて気持ちが良く、
羨ましさすら覚えてしまいます。

Komaru “Hello, new face, here again?”

みんな、不衛生な環境で生まれ育ったことや、ウィルス

Kenta “Hey guy, where you from?”

や細菌が原因で、目に後遺症が残っています。

Mya “You look handsome! Do you want some can-

調子の悪い時だけ点眼したりしているものの、あれほ

dies?”

ど厳しかった冬の寒さに、体調を崩すこともなく、意
外と？丈夫でした。
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Yes, they all are lively in this cattery.

目ヤニを拭いてもらったり、点眼されるのも、
「構って

As cats are sensitive to environmental changes, intro-

もらってる」感とか、
「やさしくされてる」感とか、
「オ

ducing them to a group needs patience. But this group

レ体弱いねん…」って演じてる様子が、これまたミエ

get along well together, like puppies. They romped

ミエでかわいいヤツらです。

together from the first day. They look like they've been

長毛でキレイだし、陽気で、ひょうきんで、仲間想いで、

living together for many years.

いつでも賑やかな彼らは、見ていて飽きないし、元気
をいっぱいくれる子達です。

Because they had lived in an unsanitary environment

目に障害は残っていても、こんなに面白くて性格のイ

before or they got an infection from either a bacterium

イ子たちだから、貰い手は見つかるだろうと、意外と？

or a virus, they have permanent damage to their eyes.

高を括っておりました。

They are long-haired, attractive, humorous, gentle and

だけど、世間はそんなに甘くはなく、月日はどんどん過

fun to watch. Even though they have eye damage, we

ぎて行くのでした。。。

expected them to find new homes soon because they

ミャーちゃんは、スポンサーキャットに選ばれること

are so nice.

になりました。

However, things are not that easy, and time has passed

おうちに迎え入れることはできなくても、スポンサー

quickly. Mya has been selected as a sponsor cat.

になって、彼女を支えてあげることができます。

Even if you can't adopt her, you can support her as a

里親さんがなかなか見つからないことを気に揉んでい

sponsor.

る私たちの気持ちなんて、彼らには関係なく、サービス

They don’t care about our worries for their future and are

精神旺盛で、いつでも誰でも「悩殺猫なで声」で大歓

friendly to everyone.

迎するスポンサーキャットは他にはいないと、自信を

These are really SPECIAL cats.

持って断言できます。

里親募集中

I need a new home.
ターボ / Turbo

お散歩、ごはん、ボール遊びが大好き！体を触られることにまだ少し警戒
心があり、特に足先など克服できていない部分もありますが、人は大好き！
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ARK入所月 : 2008年8月 / December 2008

とっても良い子と評判です。徐々に信頼関係を築いていってくださいね。

サイズ : 20 kg

Hi everyone! I am one of the happiest dogs at ARK. I love walks, food

性別 : オス / Male

and toys. I would suit an experienced owner who is committed to training

年齢 : 5-6 years

and exercising me. It's easy to motivate me, I enjoy human company.

種類 : ミックス / Mix

He was abandoned in a car.

Happy Homes
マコ / Mako

ドル(ゆず) / Dor(Yuzu)

我が家に来て１ヶ月、最近のマコちゃんは、私
の胡坐の中に自分から入り込んで座ってくれ
たり、ソファーで一緒にうたた寝したりと甘え
んぼさんなキャラクターを見せてくれます。
She is such a baby these days, sitting on my feet
and having a nap with me on the sofa.

ピーマン / Piman

he was here, but is fine now.

ゆずの紹介文にパピースクールに通わせ
た方がいいと書かれていたので4月から通
っています。本当に正解でした。たくさん
の犬と遊びながら、犬社会のルールを少
しずつ覚えて、犬種関係なく楽しく遊べま
す。グループレッスンは家族全員で楽しん
でいます。

He is real friendly, quiet, with a good character.

Dor has been attending puppy school since

I was pleased when my veterinarian told me,

April. He plays with other dogs and is gradu-

”He is a personable cat.” I promise to monitor

ally learning doggie rules. Our family all enjoy

his health and to keep him happy.

these group lessons.

He had an upset stomach for the first three days

ビワコ & フリー / Biwako & Free

AUTUMN 2011

ラヴィーン / Lavine

先住猫との間には軽く緊張感が漂っ
ていますが、追いかけっこしたり遊
ぶ分には仲良くやっているようです。
よく鳴きよく遊び、元気にしておりま
す。人間大好きなのはアークで大事に
されてたせいなのかなと思います。

A VOICE FOR ANIMALS

最初の３日間は下痢で、段々と普通の便に戻
りました。大変元気です。また、とても人懐
っこく、あまり大きな声で鳴いたりもせず、
共に生活しやすい性格です。獣医さんに「す
ごく性格の良い子ですね。」とも言われ嬉し
かったです。大変元気に暮らしていますが、
健康に気をつけて一緒に暮らして行きたい
と思います。

She showed a bit of nervousness at first
when meeting senior cat but they are
getting along well together now, chasing
and playing with each other. She is full of
energy, mewing a lot, playing a lot. She
loves people, I think it's because she
was treated well at ARK.

Latte has now got completely used to be-

フリーは人が居れば、後ろを付き纏っています
が、姿が見えないとビワコに寄り添っています。
馴れない環境でビワコの存在が心強いのでしょう
ね。慣れるまでビワコより時間がかかるかも知れ
ないと言われましたが、ビワコ効果でしょうか、
リラックスしてくれているように見えます。
（一足お先にリホームしていたビワコが、姉妹の
フリーをお迎えに来てくれました！9ヶ月ぶりの
再会！）

ing here. When I come home she rolls over

Free follows someone if there is someone around but

showing her belly. She'll never make a good

mostly she snuggles up to Biwako. Biwako gives her

watchdog though, being so friendly.

the security she needs in unfamiliar surroundings. We

ラテ / Latte
あれから3週間、すっかり慣れています。
私が外から帰って、柵に近づくと体を横
たえて、お腹を見せます。
番犬にはならないですが、扱いやすいラ
テです。

first adopted Biwako and Free, her sister, came to us
nine months later.
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クチ
（クッチ）/ Kuchi(Kucchi)

Happy Ho

被災した動物の何匹かは元の飼い主さんの元へ帰ることができました！ま

Some earthquake animals returned to their former owners wh

A VOICE FOR ANIMALS

老犬になってくれば色々あってもおかしくないですから、様
子を見つつ上手く付き合っていくつもりです。まだまだこれ
から一緒に月日を重ねていければと思っています。
Anything can be happen because Kuchi is an old dog. I promise to take care of her. Although this is the start of our relationship I hope it will be a long and happy one.

左から、ルイ
（トウホクガール）/ Rui (TohokuGirl)、
サクラ (フーミー？）/
Sakura (WhoMe?)、
ブーチャン (レスキュー）/ Bu-chan (Rescued)

AUTUMN 2011
テリー / Terry、
マロン / Marron
左から、
アネ / Ane、
モネ / Mone

バナー（レオ）/ Banner(Leo)
私たちが通りかかっても、出かけるそぶり
を見せても、一所懸命愛想をふりまかな
いといけない！って思っているようです。
一緒について歩き、じゃれつき、寝ていて
も飛び起きて甘えてきます。なんと言って
もむちゃくちゃにカワイイやつです。
（被
災地にてレスキュー。飼い主さん判明する
が一緒に暮らすことができず譲渡対象）
He is pleased when we pass by him and gets
excited if there's a hint that we are going out
for a walk. He comes looking for us and follows us around. (Banner was rescued from
the Tohoku earthquake and although his
owners were found, they decided they could
no longer keep him, so he was offered up for
adoption)
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コロ
（トゥルーブルー）/ Koro (TrueBlue)

omes

for Earthquake Animals

また新らしいお家を見つけた子達もいます。

hile some found new homes.

こむぎ / Komugi

As Komugi follows me everywhere, my son feels jealous
as he loves her too. She is getting use to being with him.
Even though my son snores next to her, she sleeps well.

バーモント / Vermont、
ナミ / Nami

A VOICE FOR ANIMALS

こむぎが私の後ばかりついて歩くので、息子はやきも
ちをやいて、かまいすぎるので注意をしています。で
も徐々に息子にも慣れ、息子のいびきに動じることな
く爆睡するこむぎもすげ～と思っています。

AUTUMN 2011

バニラ / Vanilla

ユキチ / Yukichi

ポーチ / Porchi
すっかりくつろいで、子供た
ちが走り回る中、それでも
寝ております（笑）。ご飯も
しっかり食べ過ぎているぐ
らいで（笑）安心です。
Even though my children
run around the room, he is
totally relaxed and asleep.
He eats well so that's a reマリン
（プレシャス）/ Marin (Precious)

lief.
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篠山サンクチュアリ経過報告

Sasayama Update and Sponsorship

Picnic area
Dog Land

Training / Education building

ドッグランド

トレーニング・教育棟

ピクニック場

Warehouse
倉庫
Shade garden

Car park

ガーデン

駐車場

A VOICE FOR ANIMALS

Reception / Clinic
Puppy / Kitten
rooms (Stage2)

Staff house
Isolation block
(Stage2)

スタッフ棟

隔離棟
（ステージ２）

Kennels
犬舎

Manager's house

Cattery

管理人棟

猫舎

W

ork finally got underway at the site of our new sanctuary / shel-

AUTUMN 2011

ter facility in Sasayama, after planning permission was granted.

From February, groundwork started; levelling the land, building a fire
road, putting in an underground water tank for use in case of fire, laying all the drains for run-off of rain water and other waste water, and
encircling the building area with a fence. This work finished in June just

受付 / クリニック
子犬、子猫室
（ステージ２）

ア

ークの新施設「篠山サンクチュアリ」については、建築プ
ランが認可され、いよいよ工事がスタート。整地、消防
車用通路、地下の防火水槽、雨水・排水を流す下水道など基礎
工事が2月に始まりました。建物エリアを囲むフェンスも、6月の
「アーク同窓会」直前に完成。地元自治体当局による検査を経
て、ようやく、建築許可が下りました。

before our reunion party. Inspection was carried out by local authorities
and finally we have the go-ahead to start building.
As mentioned before, the buildings will go up in two stages; Stage 1:
the warehouse, then the training /education centre, next a staff facility
and finally the cattery and kennel building. Stage 2: The main reception building which includes offices, reception, sponsored animal rooms,
puppy/kitten rooms, laundry and clinic will come later as funds become
available. In the interim however, we will use first stage buildings as
multi-purpose. We are also preparing a spacious dog land area with an

すでにお知らせした通り、建物は2期に分けて建設する予定で
す。第１期は、まず倉庫に始まり、トレーニング・教育センター
棟、次いで、スタッフ施設、最後に、犬舎、猫舎用建物にかかり
ます。第２期の管理棟― ―オフィス、受付、スポンサー動物用
の部屋、子犬・子猫用の部屋、洗濯場、クリニックなどが入る本
館――は、資金の目途がつき次第、着工します。当座は、第１期
の建物を多目的に利用する計画です。また、敷地内の横手奥に
広大なドッグランドエリア(＋アクセス道路)を造り、犬の運動場
兼イベント会場として使う予定です。

access road, on the far side of the property. This will be a play exercise
area for dogs and also for events.
This is a facility that belongs to everyone and that everyone can enjoy.
We are breaking down the costs into small units that are within the reach
of everyone. Perhaps your family, or group of friends or members of
your company or school can chip in to sponsor a kennel or cat room or
part of the fence for DogLand. Everyone sponsoring will be named on a
plaque in front of the section they sponsor. Big or small, your donation
will contribute to this great ' state of the art' animal welfare facility. Below
is a breakdown of units you can sponsor.
The costs for cattery and kennels include: structure, roof, walls, stainless
steel fencing, water supply, electricity, insulation, ventilation, drainage,
underfloor heating, and probably solar energy. Some kennels and cat
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新施設は皆様のもので、どなたでもご利用になれます。建設資
金はスポンサーを募り、なるべく多くの方にご支援をお願いした
いと考えています。個々の設備にかかるコストを細分化して、皆
様が援助しやすい小単位（ユニット）に分けるつもりです。ご家
族、お友達グループ、会社や学校のお仲間と一緒に…例えば、
犬舎１、猫舎１、ドッグランドのフェンス一部…のスポンサーに
なっていただけませんか。どのセクションを援助されても、お名
前を刻んだ「プラーク」
（銘版）が現場に飾られます。金額の多
少にかかわらず、皆様の寄付金がこの素晴しい「最新式」動物
福祉施設に役立つ仕組みです。スポンサーをお願いするユニッ
トの内訳は右記の通りです。

rooms are designed for single animals while other are for several friends
or groups.

１．ドッグランドにかかるコスト；アクセス道路、整地、表面に敷
く土、フェンス228ｍ、二重ゲート（安全のため）などを含む。

The costs for the training /education centre include; structure, a living
sedum roof, walls, insulation, water supply, drainage, electricity, ventilation, a kitchen, three toilets, a dividing wall of panels, carpet tiles, plus
storage facilities.
DogLand includes; building an access road for vehicles, levelling the
land, bringing in top soil and putting up a fence of 228 metres length
around, with double gates for security.
Finally a Warehouse. This may not seem like such an exciting building to

アクセス道路85ｍの見積もり額：1,237,000円…100ユニッ
ト、
1ユニット ： 12,000円
新しい土を入れる造成工事の見積もり額：2,274,000円…100
ユニット、1ユニット ： 20,000円
フェンス228ｍの見積もり額：2,251,000円…フェンス1ｍあた
り、1ユニット ： 10,000円

sponsor but it is essential for the storage of animal food and other materials. The entrance will have double doors to prevent mice and other vermin entering. It will have a second floor in one section for lighter goods.

犬舎と猫舎にかかるコスト；構造、屋根、ステンレス製フェンス、
水道、電気、断熱、換気、下水、床暖房、太陽光エネルギー設備
などを含む。
（犬・猫舎は、単身用とグループ用がある。）

1. DogLand
Ground work with new soil : \ 2,274,000 100 units @ \ 20,000
Fence 228 metres : \ 2,251,000 One metre length of fence @ \ 10,000
2. Dog Kennels Total cost : \ 139,650,000
41 single/ double/ multiple kennels : 10 units per kennel @ \ 300,000

2. 犬舎の総見積もり額：139,650,000円
（1頭・2頭・グループ用）犬舎41…１犬舎あたり10ユニット、
1ユニット ： 300,000円
3. 猫舎の総見積もり額：92,400,000円
（1匹・グループ用）猫舎32…１猫舎あたり10ユニット、
1ユニット ： 280,000円

3. Cattery Total cost : \ 92,400,000
32 single/ multiple cat rooms : 10 units per room @ \ 280,000
4. Education /Training building : Total cost \ 36,750,000
500 units @ \ 70,000

4．トレーニング・教育棟にかかるコスト；構造、草屋根、壁、断
熱材、給水設備、下水、電気、換気、台所、トイレ（３か所）、可動
式仕切り壁、タイルカーペット、物置スペースなどを含む。
トレーニング・教育棟の総見積もり額：36,750,000円…500ユ
ニット、1ユニット ： 70,000円

A VOICE FOR ANIMALS

Access road 85 metres : \ 1,237,000 100 units @ \ 12,000

5. Warehouse : Total cost \ 28,980,000 500 units @ \ 60,000

倉庫の総見積もり額：28,980,000円…500ユニット、
1ユニット ： 60,000円

AUTUMN 2011

5．倉庫；援助対象としては地味ながら、動物の食料、その他の
物品の貯蔵所として不可欠な設備。入口はネズミなどの害獣・虫
の侵入を防ぐため二重ドアにする。一部は2階建にして軽量物の
貯蔵にあてる。
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アーク同窓会2011開催される

Reunion Party 5th June

A VOICE FOR ANIMALS

6月5日、恒例の「アーク同窓会」が篠山の新施設用地で開催されました。

The fence around our property in Sasayama just got finished in time

大人125名と子供たち11名、それに74頭の犬たちが集まって旧交をあたた

for our Reunion Party on June 5th. 125 adult and 11 kids, together with

め、ゲームに興じました。敷地を囲むフェンスも当日までに完成し、曇りで

74 dogs enjoyed meeting up with old friends and joining in the games.

比較的涼しく申し分ない天候でした。ご参加くださった皆様方、ありがとう

The weather was perfect; cloudy and not too hot. Thanks to our ARK

ございました。アークスタッフの皆さん、お疲れさまでした。

staff who organised it.

ARK写真展

仙台で開催

ARK Photo Exhibition in Sendai

AUTUMN 2011

An exhibition of Kyoko Harada's photographs was held between 5th
- 10th of August 2011 at the Mediatheque Culture Centre in Sendai.
It was a huge success with over 1700 visitors, many of whom had suffered from the March earthquake and tsunami which devastated parts
of Sendai and some who had lost pets to the tsunami. The exhibition
also coincided with the Tanabata festival for which Sendai is famous.

原田京子さんによるアーク動物の写真展が、8月5日から10日、仙台市の「せ
んだいメディアテーク」
（文化センター）で開催されました。1週間の来場者が
1700名を超え、写真展は大成功でした。見に来られた方の多くは、仙台に
も大損害をもたらした東日本大震災の被災者で、ペットを津波で失った人
たちもいました。

New Staff Wanted

B

ig/small, friendly/shy, mixed breeds/ purebreds, young/old, ARK has a mixture of animals in need of care. Do you love animals
and want to work with them and for them ? We have several job openings at ARK. If you are interested in volunteering or working at ARK, please contact us.
OSAKA ARK

TOKYO ARK

* Osaka Nose Shelter Animal Staff.

* Tokyo Bi-lingual PR person.

* Osaka Nose Shelter Office Staff.

Please contact Kanegai san at Tokyo ARK for more details.

Please contact Okamoto san at Osaka ARK for more details.
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Badger passed over Rainbow Bridge in autumn 2008 but he continues to send his letter to ARK.

T

here are twelve animals in the Japanese zodiac calendar, one
for each year. Out of these not many could be kept as pets.

Who would want to keep a snake, or a dragon, a tiger, a monkey,
a boar or even a sheep, a horse, or an ox in an urban apartment
? Which leaves us with just four; chicken, dog, rat and rabbit. Well
rabbits are the easiest to keep, aren't they, so not surprisingly, this
being the Year of the Rabbit, everyone rushed out at New Year to
pet stores to purchase one or two. Half a year down the track, the

2008年の秋に「虹の橋」を渡ったバジャー。

novelty has worn off and people are trying to off-load their cute bun-

その後も天国からアークへ手紙を送り続けています。

nies, now not so cute and possibly no longer one or two but more.
Bunnies now coming into ARK.

日本のコヨミでは、毎年12の動物が順にめぐってくる。この中で、ペットとし
Not only bunnies but Daschunds too. Again the decline of one

たいと思う？ヒツジ、
ウマ、
ウシにしても、都会のアパートではムリだよね。する

fashion and onto another since now everyone wants an apricot

と、残るは4種類；ニワトリ、イヌ、ネズミ、それに、ウサギだけ。たしかにウサ

Poodle.

ギはいちばん飼いやすいし、
ウサギ年の今年、お正月にペットショップへ走っ
てウサギを（1、2羽）買った人が大ぜいいてもフシギじゃない。半年たって珍

There are actually a lot of wild animals in and around ARK. Ter-

しさもうすれてくると、人々は“かわいい”…いや、
今じゃかわいくもないし、家

rible incident recently when Kuma an elderly Shiba was gored

族がふえたかもしれない…ウサギを捨てようとする。このところ、次々とウサ

by a wild boar when she strayed off the path into the mountain

ギがアークにやって来てるらしい。

and probably stumbled on a nest of baby boar. Mother boars are
very aggressive when defending their young. In the same area

ウサギだけでなく、ダックスフントもそう。またしても、ひとつのブームが去っ

are deer, tanuki (raccoons) foxes and weasels.

て、別の犬にうつった…てこと。今人気があるのはアプリコットプードルだもの。
Inside the house the swallows industriously build nests of mud
and straw on lights fixtures and beams. Here they lay their eggs.

た…クマというおばあさんシバが道をはずれて山に迷い込み、イノシシにキバ

The mother swallow sits patiently on the eggs and when the ba-

で突かれたんだ。ウリボウの巣につまずいたのかも。子供を守ろうとする母イ

bies hatch, the parent swallows fly in and out bringing food which

ノシシは、すごくコウゲキ的だもの。あのあたりには、シカ、タヌキ、キツネ、イ

they put into the open mouths of the very noisy babies. It is a race

タチなんかもいる。

against time for the babies to get their full feathers and are able
to fly, before the snakes get them. Snakes like nothing better than

ハウスの中ではツバメたちがショウメイ具やハリの上に泥とワラでせっせと巣

a delicious meal of baby swallows. The snakes, about one metre

作り。産んだ卵を母ツバメはじっとあたため……やがて、ヒナが誕生。親鳥は

in length, lurk around waiting for a time when swallow parents

忙しくとびまわってはエサを運び、鳴きたてるヒナの口に入れてやる。ヒナた

are out. Then they look for any way to get to the nest; this means

ちにとっては、まさに時間との競争。羽がはえそろって飛べるようになるか、ヘ

climbing roofs and walls to reach this delicacy. Some times they

ビに食べられるか、どちらが先か…だもの。赤ちゃんツバメはヘビの大好物。

succeed but since the swallows lay twice a year, the babies that

長さ１ｍものヘビが巣のあたりにひそみ、親鳥が出かけるのを待ちかまえて

reach maturity exceeds the number that fall prey to snakes. This

いる。そして、なんとかして巣に近づくチャンスをねらう。
「ごちそう」にありつ

year about 10 swallows made it to adulthood.

こうと屋根や壁をはい上がってくるんだ。ツバメは年に2回卵を産むから、ヘ

Oh, and I never got around to mentioning rats, so will save them

ビにやられることもあるけど、エジキになるよりも一人前に育つヒナの方が多

for a future letter.
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アークのあたりには野生動物がたくさんいる。この間ちょっとした事件があっ

A VOICE FOR ANIMALS

て飼えるものは少ない。ヘビ、
リュウ、トラ、
サル、イノシシなんか、だれが飼い

い。今年も、10羽ほどアークから巣立っていった。
あれっ！ネズミの話はできなかったけど、またいつか手紙に書くね。

Amazon Associate Links

アマゾンアフィリエイトリンク

You can help ARK each time you shop at Amazon by using our affiliate

ARKのホームページ上にあるアマゾンのアフィリエイトリンクから、通常通りア

links. ARK gets between 1.5% and 5% of the value of everything you

マゾンでお買い物をすることで、価格の1.5％から5％をARKが得ることができ

buy, at no additional cost to you! Just visit Amazon using the special

ます。余計な費用は一切かかりません。

ARK links, full details on our web site.

ARKのアフィリエイトリンクを経由したアマゾンのお買い物にご協力願います。

http://arkbark.net/?q=en/node/3395

http://arkbark.net/?q=en/node/3396

”Amazon Wishlists”

[ アマゾンほしい物リスト ]

See our "Amazon wishlists" at the pages below:

下記のリンクより、大阪アークのほしい物リストにもご協力下さい。

http://arkbark.net/?q=en/node/3397

http://arkbark.net/?q=en/node/3398
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ご支援ありがとうございました。

Thanks
ARK was overwhelmed by the generosity of people and organisations

2011年3月11日、東北地方を襲った地震と大津波の後、多くの個人・団体の方

who sent donations to ARK following the aftermath of the Tohoku earth-

から多大な義援金がアークに寄せられました。ご支援くださった方全員のお名

quake and tsunami on March 11th 2011. We cannot name all and every-

前を挙げることはできませんが、皆様方のお志に深く感謝申し上げます。
（会計

one of you but our appreciation is the same. Our accounting year runs

年度4月1日から3月31日に基く）2010年度会計報告では震災関連の会計はご

from 1st April to 31st March so the accounts below are for the last fiscal

く一部しか計上されません。収支全体を把握できるのは来年度になりますが、

year with the earthquake records just coming in. Our full accounts will

寄付金の使途について知りたい方も多いと思われるため、危機および救助活動

be available this time next year. However since people want to know

関連の収支は継続中ながら、現時点での詳細をご報告申し上げます。

how their donations for the earthquake have been used, we are submitting these details although the crisis and expenditure is still on-going.
Our gratitude to : There are listed in alphabetical order.

A VOICE FOR ANIMALS
AUTUMN 2011

Alberobello

株式会社アルベロベロ

JAMDA US

日本被災動物ミッション

Animal Aid Australia

アニマルエイド オーストラリア

Jindai-ji Doobutsu Reien

深大寺動物霊園

Association of Dogs and Cats Homes (UK)

英国ADCH

Just Giving Japan

財団法人ジャスト・ギビング・ジャパン

Body Shop

ザ・ボディショップ

Kitagaki Yakuhin

北垣薬品株式会社

Butch Japan

株式会社ブッチ・ジャパン・インク

Laundry

株式会社コラボレーション／ランドリー

CARE (Korea)

ケア（韓国）

Matching Gift UBS

UBSセキュリティーズジャパンリミテッド

Dentsu

株式会社電通

Morinyuu

株式会社森乳サンワールド

Dogs Trust

ドッグトラスト

M'SDS

株式会社 M'sDS

Fieldnote

フィールドノート

Neel

株式会社新流

GEORGE

株式会社ジョージジャパン

Newell Rubbermaid

ニューウェル・ラバーメイド・ジャパン株式会社

Green Dog

株式会社カラーズ／グリーンドッグ

Nihon Zenyaku

日本全薬工業株式会社

Felissimo

株式会社フェリシモ

One Brand

株式会社 ONE BRAND.

Fujiko Hemming

フジ子 ヘミング

Orange Thrifty

オレンジスリフティー

Hanna Gallery

アッシュ・ペー・フランス株式会社

O' Reilly Japan

株式会社オライリージャパン

House of Rose

株式会社ハウスオブローゼ

Power Planning Company

パワープランニング株式会社

Itoi Shigesato Jimusyo

株式会社東京糸井重里事務所

SPCA International

動物虐待防止協会

Japan Times

株式会社ジャパンタイムズ

Winton Capital UK

ウィントンキャピタル UK

Yamanashi Hemslojd

ヤマナシヘムズロイド

Japan Animal Welfare Society, JAWS London 日本動物福祉協会ロンドン

東日本大震災の収支

2011 年 4 月 1 日 〜 2011 年 6 月 30 日

How your donations have been used. Rescue and care of animals from the Tohoku Earthquake and Tsunami up to end of June 2011.

支出の部

Expenses in Japanese yen

動物医療費

手術入院、医薬品、医療消耗品など

Veterinary fees

動物用食費

現地へ持参フード、処方食購入他

Animal food sent to Tohoku

飼育費

飼育管理・人件費他

Staff salaries and expenses for animal care

車両

現地レンタカー、
レスキュー車両購入費

Purchase of vehicle for rescue plus car rental

広告費

ニュースレター震災号発行、その他ＰＲ費

Printing newsletter/PR /Advertising

3,118,500

通信運搬費

動物空輸、
ガソリン、高速代、交通費他

Air freight for animals plus gasoline costs

1,606,500

獣舎設備

仮設、獣舎建増、修理費他

Temporary housing for animals/maintenance

消耗品費

バリケンネル、サークル、その他消耗品購入用

Purchase of Varikennels, temporary enclosures

雑費

上記に当てはまらない費用

Miscellaneous

支出合計

Total Expenditure

震災総合収支
震災寄付金

Income

Expenses

震災総合収入合計
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913,500
10,369,250
3,669,750

7,307,300
3,306,600
661,500
40,206,900

Income-Expenditure balance for the earthquake in Japanese yen
2011年3月までの寄付金

Contribution for earthquake

42,853,614

2011年4月～6月までの寄付金

Contribution for earthquake

26,329,478

Net income

69,183,092

収入合計
支出

9,254,000

2011年3月までの震災のみの費用

Expenses for earthquake

744,882

2011年4月～6月までの震災のみの費用

Expenses for earthquake

40,206,900

Net

28,231,310

アーク会計報告

2010 年 4 月 4 日 〜 2011 年 3 月 31 日

ARK Accounts April 2010 - March 2011
支出の部

収入の部 Income in Japanese yen

Expenses in Japanese yen

給料・スタッフ諸費

Staff salaries

67,234,574

NPO理事会費

旅費・交通費

Travel expenses

6,755,775

一般会費・寄付金

Membership/donations

通信運搬費

Telephone/postage

2,619,681

震災寄付金

Contribution for earthquake 42,853,614

印刷・事務消耗品

Printing/Office supplies

1,154,454

カレンダー売上

Calendar sales

一般消耗品

General supplies

838,236

商品売上

Goods sales

1,565,162

営繕費

Maintenance/repairs

838,202

その他の収入

Miscellaneous incomes

2,358,953

ガソリン代

Gasoline/petrol

1,048,202

収入合計

Sub-total

水道光熱費

Water/electricity

2,089,258

資金収入

Fund Income for Sasayama

賃借料

Rent

7,702,435

当期収入合計

Net income

保険料

Insurance

支払手数料

Misc. commissions

租税公課

Taxes

雑費

Miscellaneous

3,449,214

動物医療費

Veterinary fees

8,462,346

動物用食費

Animal food

獣舎消耗品

Animal supplies

被災レスキュー費

Rescue in Tohoku

PR費用

PR/Advertising

40,000
115,735,494
14,534,790

177,088,013
4,000,500
181,088,513

638,172
418,935

前期繰越額

Balance brought forward

当期収支差額

Current Income
-Expenditure balance

次期繰越額

Balance -brought-forward

89,546,433
51,956,173
141,502,606

317,079
1,189,786

資金や物資を寄付して下さった全ての皆様、および、
アークをサポートして

744,882

下さっている組織、会社、動物病院の皆様に心より感謝を申し上げます。本

4,911,009

当にありがとうございました！
！

ニュースレター印刷費 Printing newsletter

6,682,422

We would like to thank all the individuals and families, as well as organiza-

カレンダー印刷費

Printing calendar

3,089,125

tions who have donated money and goods and who have supported ARK.

その他商品制作費

Other goods production costs

1,498,475

支出合計

Total Current Expenditure

資金支出

Fund expenses for Sasayama

当期支出合計

Total Expenses

123,809,348
5,322,992

A VOICE FOR ANIMALS

2,127,086

129,132,340

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、アークではスタッフ数名を募集中です。

AUTUMN 2011

ARKスタッフ募集

東京アーク
＊バイリンガルの広報スタッフ募集
お問い合わせは、東京アークの鐘ヶ江（かねがえ）まで。
大阪アーク
＊動物担当スタッフ
＊事務局スタッフ
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。

ヤシロ ペットセレモニーサービス

ペット専用フリーダイヤル

いつもARKをサポートして下さり、ありがとうございます。

www.594846.com

大切なペットを火葬から永代供養まで、
飼い主様立ち会いのもと完全個別にて執り行います。

0120-594-846
15

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

Visiting ARK?
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。

１５日 奈良Field Noteにて「アークサポートフェア」
１９日 日経新聞にARK関連記事掲載
２４日 雑誌「女性自身」にARK取材記事掲載
２７日 横浜山手学院にてオリバー講演
２９日 神戸Green Dogにて里親会

AUTUMN 2011

３日 産經新聞にARK取材記事掲載
５日 ARK同窓会、読売新聞にARK取材記事掲載
１０日 雑誌「クロワッサン」にARK取材記事掲載
１６日 毎日放送 Voice放映、毎日新聞にARK取材記事掲載
２１日 東京イベント「いぬねこものがたり4」にて
オリバー講演
２６日 George Osakaにて里親会

３日 日欧「絆」プロジェクト・シンポジウムにオリバー参加
６日 朝日新聞にARK取材記事掲載

サンクチュアリファンド Sanctuary Fund

00900-0-151103

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

大規模レスキュー
Large Scale Rescue Fund
for Earthquake animals

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
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

アークをご支援下さる皆様方へ
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。
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

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

Tel : 072-737-0712
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。

スポンサー制度 ARK Sponsors

１０日 雑誌「ねこのきもち」にARK取材記事掲載
１２日 ザ・ボディショップ助成金贈呈式参加
１３日 日経新聞にARK取材記事掲載

●

※ 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

７月

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

●

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

６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

00970-9-58799

Calling ARK?

５月

郵便局 Post Office：

A Voice for Animals
RSPCA 国際協会員
WSPA会員

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。

２４日 神戸Green Dogにて里親会

ARKで必要とするもの
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

dried senior / growth dog food, premier collars,

ロース／シニア）、缶詰、おもちゃ、ハーネス

shampoo for sensitive skin, bitter apple spray

（両足を通すタイプ）、プレミアカラー、レイ

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

ンコート（足を通さないタイプ）、ベッド、敏

food, Katsuobushi, toilet sand, scratching boards,

感肌用シャンプー、ビターアップルスプレー

toys, brushes

猫用：処方食w/d, r/d 子猫用缶詰・パウチ＆ド

Rabbit : rabbit food

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、フロントライン

General : scrub brushes, yard brushes, dust pans, metal buckets, cottonwool,

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

bleach, antiseptic soap for hands, elasticated vet wrap, large paper (food) bags

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

(used OK), mineral water, pet sheets, tissue paper, toilet paper, blankets, 45l

ラ、キッチンペーパー、ミネラルウォーター、工具類、レインコート（人用）、長靴、粉末洗剤

garbage bags, bedding plants for garden, raincoats, rain boots, washing pow-

または粉石鹸、植物の苗、洗濯バサミ（大）、蓋付き大型ゴミバケツ（プラスチック製）、蛍光

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

灯（FL40SS=40ワット挑戦型を募集。それ以外のものは使えません。）、布ガムテープ、毛

age, packaging tapes, blankets, 45L trash bag

布、45Lゴミ袋
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Things we need

