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“Legislation is only as effective as the degree of rigour with which it is applied”.
Richard Martin MP, who created the first animal protection law in 1822 in London.

「法律とは、厳しく適用されてこそ、
その効果を発揮する」

リチャード・マーティン、1822年にロンドンで初めての動物保護法を制定した下院議員
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Megham Markel in May 2018 and the Tokyo 2020 Olympics
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The first of many homeless cases with animals that I and ARK

have in common ? Both events are leading to local authorities tak-

have dealt with over the years, was a dog called Haggis. He was

ing steps to drive or banish homeless people off the streets of

left guarding his deceased owner’s few possessions on a cart on

their cities or towns. Windsor Town, the venue of the wedding,

a street in Nishinari. The local authorities had posted a notice on

has seen a backlash of protests since the town council chief, said

the cart saying the items would be removed in ten days and of

homeless people and beggars should be cleared from the streets

course that meant Haggis would be carted off to the hokensho to

before the event.

be gassed. We were able to rescue this little terrier and he went

hat does the Royal Wedding of Britain’s Prince Harry to

王室とホームレス

2

エリザベス・オリバー

018年5月の英国のヘンリー王子とメーガン・マークルさんのご

動物と暮らすホームレスは多くいますが、私とアークが初めて、長い

でしょうか？いずれのイベントに対しても、地方自治体は、あちこち

た。西成区の路上には死んだ飼い主の手押し車が放置されていまし

成婚と2020年の東京オリンピックには、どんな共通点がある

の街の路上からホームレスを追い出し、一掃する方策を講じるように

命じられることになるでしょう。結婚式の会場となるウィンザー市で
は、市議会議長が、イベントが開催される前に、ホームレスや物乞い
を路上から立ち退かせるべきであると述べてから、抗議運動の嵐が
巻き起こっています。

年月をかけてお世話したのは、ハギスと呼ばれるホームレスの犬でし

たが、ハギスはその飼い主のわずかな荷物を守り続けていました。地
方自治体は、その手押し車に「荷物は10日後に撤去します」という張

り紙をしました。もちろん、それは、ハギスが保健所に連れ去られガ
ス室で殺処分されるということを意味していました。私たちは、この
小さなテリア犬を保 護し、里親探しを始めました。

onto to find a forever home.
Tokyo has long banned homeless people from cluttering the
Other cases have involved many more animals. In Osaka Castle

to find them, to see homeless people in central Tokyo. However

park we first went to care for and then to rescue 26 dogs belong-

in Osaka things are different. Although visitors to this major city

ing to a homeless guy who had been arrested and was in prison.

in the Kansai may not come across many homeless people if they

The authorities had tied up the poor dogs in miserable conditions.

stick to main tourist sites, away from these, there are places full

One was Joey who became a sponsor dog at ARK and later was

of them; Kamagasaki in Nishinari-ku is one. Less populated but

adopted. All the dogs were given JO names, after Osaka-jo.

full of tents are the parks around Osaka and the banks of the Yo-

Then later we had to negotiate with Osaka park officials and a

dogawa river.

homeless guy who had over 40 dogs. They were forcing him to

東京ではずっと以前から、ホームレスが路上や公園に住むことを禁

一 度 に 複 数 の 犬 を 保 護 する ことに なった 他 の 事 例 も ありま

らを見かけることはめったにないでしょう。しかし、大阪では事情が

男に 飼 わ れていた 犬 が 2 6 頭いたので す が 、私 たちは 、まず は

じています。確かに、ホームレスの居場所を知らなければ、都心で彼
異なります。ホームレスのいない主だった観光地だけを訪れている限
り、関西の大都市である大阪への観光客がホームレスに出くわすこと

は滅多にないでしょう。しかし、大阪にはホームレスが集まる場所が
いくつかあります。西成区の釜ヶ崎は、その一つです。釜ヶ崎ほど多

いわけではありませんが、大阪市内の公園や淀川の河川敷にはテン
トが立ち並んでいます。

す。大 阪 城 公 園 に は 、逮 捕 さ れ 刑 務 所 に 入った ホームレスの
現 場 に行って犬の 世 話をし、その 後 保 護しました 。それまで、
地 方 自 治 体 は 、可 愛 そ うな 犬 たち を 悲 惨 な 状 態 で 繋 いで い
ました 。アー クのス ポ ン サ ー 犬 に なり、後 に 里 親 の もとにも
ら わ れていったジョー イは 、そ のうちの1頭 でした 。大 阪 城 の

名にちな んで、このとき保 護した 犬 たちの 名前 には 、いず れも
「ジョー」が付いています。

move and threatening to seize the dogs. Of course he got angry,
There are quite a few of government or volunteer run facilities

especially as he knew the authorities would take the dogs to be

where the homeless can find a bed for the night with a hot meal,

killed at the hokensho. Again, we were able to mediate, promis-

but many do not choose to stay in these places. The reasons ?

ing to find homes for the dogs. We took in most of them and I still

Often there is a limitation on the length of stay which is designed

keep some of them in my house. Another case involved a home-

to encourage people to leave and find work. There are also many

less guy on the banks of the Yodogawa, and so on, many more

rules; no alcohol, no smoking, lights out early and one rule which

cases.

行政やボランティアが運営する、ホームレスに夜寝る場所と暖かい食

そして、その後、私たちは大阪城公園の職員、そして40頭を超える犬

のような施設に留まるという選択をしません。なぜでしょうか？

ました。大阪城公園の職員は、無理や り男を立ち退かせようとしてお

事を提供する施設はかなりの数ありますが、ホームレスの多くは、そ
多

くの場合、施設での滞在日数には制限が設けられており、ホームレス
に施設を出て仕事を探すことを奨励しているからです。また、施設に

は多くの規則があります。禁酒、禁煙、早い消灯時間、さらにもう一つ

「ペット禁止」という多くのホームレスにとって受け入れがたい規則

many homeless people cannot accept; NO PETS.
Although overall the number of homeless people has dropped
since the post-Bubble years, they are still around and in need of

ple cling to life. They provide companionship, warmth and loyalty.

help. Nearly all are men, seniors, who once had a job but due to

Homeless peoples’ dogs are therefore wonderfully socialised.

age, now unable to find one. They may be cut off from family and

They share their owner’s home in the tent, food and bed. Life in a

former friends. Which makes their relationship with the dogs they

tent set in an Osaka park may not be luxury, but with public toi-

keep, all the more valuable. A dog will not judge you for whether

lets, sometimes showers available, free or cheap passed-sell-by-

you are rich or poor, where you live, who you know, but will give

date lunch boxes from convenient stores, electricity hitched onto

you love fully and unconditionally. For a good reason therefore

sometimes and no rent or taxes, there are worse situations in life.

they are called, “Man’s best Friend.”

多くのホームレスが、動物、特に犬を命の拠り所としています。犬は

彼らの仲間であり、温もりを与えてくれ、忠誠心を示してくれます。こ

ボイジャー / Voyager

妻と息子と一緒にARKにやって

来たボイジャー。11歳のおじいち

ゃんですが、とてもおじいちゃん

Voyager can walk for a long time with a light step. We cannot
believe he is an old dog. Although he is a bit scary-looking, he

Since his immune system is not functioning well, possibly due

止まり皮膚の状態も安定しています。人の姿が見えなくなると寂しく
てよく鳴いてしまうボイジャー。誰かが側にいてくれるだけで落ち着く
ようです。ボイジャーの残りの時間を、側で過ごして下さる素敵な里
親さんが、見つかる事をスタッフは願っています。

も多くの事例 を扱ってきました。

す。そのほとんど全員が、以前は職に就いていたけれども、高齢化の

トイレはありますし、ときにはシャワーも使え、コンビニエンスストア
から賞味期限切れのお弁当が無料または安い値段でもらえることも

ていますが、まだホームレスは存在しており、助けを必要としていま

ために今では仕事が見つからない高齢男性です。家族や元友人たち
とは連絡がとれなくなっているのかもしれません。だからこそ、彼ら
と犬との関係はより一層大切なものなのです。犬は、あなたが金持ち

なのか貧乏なのか、どこに住んでいるのか、誰と知り合いなのかで、

あなたを判断したりはしません。ただ、全面的に無条件であなたに愛

情を注いでくれるのです。
「犬は人間の最良の友である」という諺が

THE TOP TEN: GREAT BRITAIN'S FAVOURITE DOGS / イギリスの人気犬種トップテン

T

he show culminated in the countdown of the top ten most

to changes in the environment, he has troubles with his skin.

popular dogs in Britain.

ITV revealed the dogs which make up the top ten, but viewers

Especially the tip of his nose was bleeding until recently. Now

had to wait until the show to see in which order they were placed.

that he has been taking medicines, however, the bleeding has
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先

頃、イギリスで1,0000人に好みの犬種についてインタビュー

した結果が、1月17日放送の民間放送局ITV（Independent

Television）の番組で発表されました。

トップテンの中で圧倒的な差で1位に輝いたのは、ラブラドールでし
た。イギリスで飼われているラブラドールの数は500,000頭以上に
のぼります。この他にトップテンにあがった犬種は次の通りです。

stopped and his skin condition is stabilized.

かず、皮膚が弱く、特に鼻の頭

は最近までよく出血していました。今はお薬を飲んでいるので出血も

す。淀川の河川敷に住んでいたホームレスの男の事例など、この他に

Voyager came to ARK with his wife and son. Eleven-year-old

とが出来ます。少し強面なお顔で

のせいか、免疫機能がうまく働

受け入れ、そのうちの何頭かは今でも私の家で一緒に暮らしていま

ありますが、もっともなことです。

りしていて、お散歩も長く歩くこ

そんなボイジャーは環境の変化

犬たちの里親を見つけると約束しました。私たちは、ほとんどの犬を

公園内にあるテントでの生活は贅沢なものではないでしょうが、公衆

もいるでしょう。

loves people and tries to get near to us as soon as he notices us.

るとすぐに寄ってきてくれます。

ると知っていたからこそです。この件もまた、私たちが仲裁に入り、

概して、バブル崩壊後のピーク時からはホームレスの数は減少してき

は、テントの中で飼い主と一緒に住み、食事し、寝ています。大阪城

必要もありません。世の中には、もっと悪い状況で生活をしている人

とは思えないほど足取りもしっか

すが、人が大好きで人の姿を見

した。というのも、地方自治体が犬を捕まえて保健所で殺処分にす

のため、ホームレスが飼う犬は驚くほど社会化されています。犬たち

ありますし、ときには電気が使えることもあり、家賃や税金を支払う

Home Needed

り、犬を捕まえると脅していました。もちろん、男はこれに腹を立てま
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Animals, especially dogs are the reasons many homeless peo-

もあります。

を飼っていたホームレスの男と交渉をしなければならない事態になり

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

streets or parks in Tokyo. Indeed it is rare, unless you know where

1. Labrador 2. Mixed 3 Jack Russel
He feels so lonely, crying so much whenever he cannot see

4. Staffordshire Bull Terrier 5. Border Collie 6. Cocker Spaniel

people. It seems that he could feel at ease if there is someone

7. Cockapoo 8. German Shepherd 9. Springer Spaniel

around him. We hope that he will find a nice forever family, to be

10. Cavalier King Charles spaniel

always with him for the rest of his life.

Akita in 75th place

Lab population is more than 500,000. Jack Russell 376,000

2位 雑種犬、3位 ジャック・ラッセル・テリア（376,000頭）、

4位 スタッフォードシャー・ブル・テリア、5位 ボーダーコリー、

6位 コッカー・スパニエル、7位 コッカプー（コッカー・スパニエル
とプードルの混血）、8位 ジャーマンシェパード、

9位 スプリンガー・スパニエル、10位 キャバリア・キングチャール
ズ・スパニエル。秋田犬は75位でした。
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Things to consider before having a pet.

A

Elizabeth Oliver

lthough things may change in our personal life; relationships,

breed dog or a mutt. Each mutt is original in size, markings and

moving at some point. Sometimes fosterers end up adopting the

divorce, bankruptcy, illness even death, we need to take a

colour and each has a special personality. You will never find an-

animal they foster.

other one, just the same.

* Sponsoring. While ARK does all the work of caring for a cat or

careful and hard look at our current life, family and lifestyle to

dog, you can drop in any time to spend an hour or two with your

decide what kind of pet would suit us best or even if we should
Buying from a breeder

sponsored pet. It's like owning a pet without all the responsibility

we should consider the following:

But if your heart is set on a particular breed, consider a breeder. A

and trouble involved.

Are all members of your family in agreement on getting a pet ?

good breeder, of which there are few in Japan, doesn't really want

* Donating. Perhaps you are too busy to do any of the above but

Do you have enough time to care for a pet ?

to sell his dogs, he/she breed dogs for the pleasure of creating

you can be involved in helping homeless animals by supporting

If you and your husband are out working all day and the kids are at

a good dog of its type, they are not in breeding to make money.

ARK. Donations in cash or kind are always appreciated and you

school, who will be the main caretaker of your pet ?

A good breeder will be happy to show you all his/her dogs and if

are welcome to ARK any time to see first hand how your generos-

What will happen to your pet when you go on holiday ?

you are considering a puppy, make sure you see both the mother

ity is being used.

Do you have enough space and the right conditions to keep a

and the father; their character and temperament will show how

pet ?

the puppy is likely to turn out. If the breeder refuses to show you

In the case of a dog, how active are you and your family ?

one or both of the parents, just choose another breeder, who will.

Have you considered the costs; food, veterinary bills, perhaps

Buying from a pet shop.

trimming costs or boarding costs ?

DON'T, please don't. Puppies in pet shops are the cast-offs from

If the answer to the above questions is "No", then perhaps you

breeders who keep the best dogs for themselves. Puppies are

shouldn't consider getting a pet at all.

often bred in puppy mills to breeding machine mothers, they are

If you and your family are really busy, you might consider a pet

taken away from them far too young, they have no immunity nor

that requires less time; perhaps a turtle, fish, even a snake. If you

have they had the chance to socialise with their siblings or other

are busy and decide on a cat, please get two cats as they keep

puppies. These puppies are likely to grow into psychologically

each other company and play together when you are out. Unlike a

damaged adults, prone to health issues as well. Expect behaviour

dog, they are more independent and may not crave the attention

problems and large veterinary bills.

that a dog does, although some cats love a lot of attention.
Getting a dog from a shelter or local government.

active enough for a dog and the members of your family all agree.

Getting a dog from a government pound does mean you are sav-

What kind of dog would suit you and where would you find it ?

ing a life but the conditions in these pounds and the lack of expertise staff there have in assessing and rehoming dogs, means you

Type of dog

may have problems with the dog you are adopting. This doesn't

Until fairly recently unto the mid-19th century, dogs were kept for

mean you should avoid a government pound adoption but just to

function i.e. hunting, herding, chasing or guarding. All our dogs

point out you may have extra work to do to make sure that dog fits

are descended from these types and although they may have

into your family and home.

nal instincts remain. For example: any dog with Terrier in its name

A good shelter like ARK, will be able to match you and your fam-

comes from the latin word 'terra', meaning earth. So terriers are

ily and lifestyle with the dog best suited to you, since the staff

likely to be feisty little dogs used to digging in the earth to find

looking after it should be familiar with its habits and character.

rabbits and so on. So beware; they may try to destroy things in

Animal shelters should be able to offer advice and to help with

your house or dig up your garden. Likewise Labradors and Re-

any problems that may arise afterwards. Even when an animal

trievers were used for retrieving game, especially from water, so

has left ARK, we are not waving 'goodbye', although out of sight,

they love getting wet. Poodles too were used for hunting in rivers,

it is not out of mind and our thoughts, memories and concerns are

so the hair cut on a poodle's body and legs was not for fashion

with that cat or dog until the day it passes over Rainbow Bridge.

but designed to keep them afloat and warm in water. Corgis were

Animal shelters are not there to make money but to ensure the

used to drive cattle from the farms to market in Wales, nipping

dog or cat they are adopting out, has the best chance of a loving,

at their heels to keep them moving. Corgis therefore like nipping

safe and forever home.
Even if you decide that having a pet, isn't for you or your family,

And Border Collies, forget these too. A Border Collie is a working

at least not in the foreseeable future, you may be able to enjoy

dog, hyper active and used to running a hundred kilometres a day,

animals and support them in various ways; volunteering, foster-

herding sheep.

ing, sponsoring or donating. Details of all these can be found on
our website.

that you and your family feel ready to get a dog, where do you

* ARK welcomes volunteers who want to spend their free time

find o ne ?

walking dogs or just being around cats.
* Fostering. This is very popular especially among foreigners who

Before choosing a certain breed, please consider getting a mixed

私

たちの人生には変化が訪れるときがあります。人間関係、離

婚、破産、病気、死ぬことさえあるかもしれません。どんな種

類のペットが自分に一番ふさわしいのかを決める前に、あるいはそも

そもペットを飼うかどうかの検討を始める前に、現在のあなたの生
活、家族、ライフスタイルについて、注意深くじっくりと考えてみる 必
要があります。

ペットを飼おうと決める前に、次のことを考えてみてください。
・家族全員が、ペットを飼うことに賛成していますか？
・ペットの世話をする十分な時間がありますか？

are in Japan for a limited time and may suit Japanese who may be

ので、注意してください。同様に、ラブラドールとレトリバーは、特に

水の中から物を取ってこさせるために使われていました。したがって、
これらの犬種は、水に入るのが大好きです。プードルもまた、川での

狩りに使われていましたので、プードルの体や脚に施すヘアーカットは
ファッションのためではなく、沈まないで体を温めるために考案され

たものなのです。コーギーは、ウェールズで牛の踵を噛んで誘導しな

がら、牛を農場から市場まで連れて行くために使われていました。し

たがって、コーギーは、人の踵を噛むのも好き です。牧畜犬や狩猟犬

方がいいでしょう。また、ボーダーコリーもあきらめた方がいいでしょ
う。ボーダーコリーは牧羊犬ですので、きわめて活発で、かつては羊を
追って1日に100キロメートルも走っていました。

さて、上述の質問をクリアして、あなたやご家族が犬を飼おうと決心
されたら、どこで犬を手に入れたらいいのでしょうか？

ある特 定の犬種を選 ぶ前に、雑種犬（ミックス犬）を飼うことを考え
てみてください。雑種犬は大きさや色柄が独特で、それぞれ特有の性
格をしています。1頭たりとも同じ犬は見つかりません。

・あなたと夫は日中は外でお仕事で、子供たちは学校に通っていると

ブリーダーから購入する

・あなたの旅行中は、誰がペットのお世話をしますか？

られるのなら、ブリーダーからの購入を検討してみてもいいでしょう。

すれば、留守中に主にペットのお世話をするのは誰になりますか？

・ペットを飼うための十分に広い場所 があり、適切な条件が整ってい
ますか？

・犬を飼う場合、あなたや家族はどれぐらい犬に運動をさせてやれま
すか？

・フード代、動物病院への支払い、ときにはトリミング代やペットホテ

ル代など、ペットを飼うために必要な経費について考えてみたことが

もし上記の質問に対する答えが「いいえ」であれば、ペットを飼うこと
はあきらめた方が良いでしょう。もし、あなたやご家族がとても忙し

いなら、カメや魚あるいはヘビといった、世話にあまり時間のかから

しかし、もしあなたが、どうしてもある特定の犬種がほしいと思ってお

実は日本にはほとんどいないのですが、良いブリーダーは自分の犬を
あまり売りたがりません。彼らは、ある犬種の優秀な犬を生み育てる

ことを喜びとして犬の繁殖を行っています。お金を稼ぐために繁殖を
行っているわけではないのです。良いブリーダーは、自分の育ててい
る全ての犬を喜んで見せてくれるでしょう。もし、あなたが子犬を飼い

たいと思っているなら、必ず、その母犬と父犬の両方を見せてもらって
ください。親犬の性格や気性を見れば、その子犬がどのような成犬に

成長するのかがわかります。もしブリーダーが、子犬の母親か父親、ま
たはその両方を見せることを拒むのであれば、両親犬を見せてくれる
別のブリーダーをあたってみてください。

ないペットが良いでしょう。

ペットショップから購入する

間仲良く一緒に遊ぶことができるように、猫の2頭飼いをお勧めしま

入しないでください。ペットショップで販売されている子犬たちは、一

もし、忙しいあなたが猫を飼おうと思われるなら、あなたがいない
す。犬とは違い、猫は独立心 がより旺盛で、犬ほど構ってほしがりはし
ません。ただし、猫でもたくさん構ってほしい子もいます。

あなたが、自分には十分な時間、場所、お金があり、犬に十分な運動
いると思われるなら、問題ないでしょう。では、どんな犬があなたに
ふさわしく、その犬をどこで手に入れればよいのでしょうか？
犬の種類

やめてください。お願いですから、ペットショップからは決して犬を購
番いい犬は自分のところに置いておきたいブリーダーが売り払った犬
たちです。子犬たちは、大抵、雌犬に機械のように子供を産まし続ける

「パピーミル」と呼ばれる繁殖場で育った犬です。子犬たちは、あまり
に小さいうちに母親から引き離されるため、免疫力もなく、兄弟姉妹
や他の子犬たちとの遊びを通じて学ぶべき社会化の機会もありませ
ん。このような子犬たちは、精神的な問題を抱え、健康上の問題を起
こしやすい成犬へと育っていきます。さらに、行動上の問題を起こした
り、動物病院への支払いがかさむことも予想されます。

つい最近19世紀半ばまで、犬は、狩り、牧畜、追跡、警護といった目

民間シェルターまたは地方自治体から犬を譲り受ける

こういった種類の犬の子孫であり、品種改良のために形や大きさは変

生命を救うことを意味します。しかし、保護されている場所の環境の

的のために飼われていました。今日私たちが目にする犬はいずれも、

OK, you've decided that you have passed the above exam and

の中の物を壊そうとしたり、庭を掘り起こしたりするかもしれません

ョキングが負担になるのなら、これらの犬 種を飼うことはあきらめた

をさせてやることができ、家族全員が犬を飼うことに賛成してくれて

if you don't feel like jogging for an hour a day, forget these breeds.

い小型犬である場合が多いです。なので、テリアと名の付く犬は、家

には膨大な運動量が必要ですので、もしあなたにとって1日1時間のジ

ありますか？

changed in shape and size, through selective breeding, their origi-

は、ウサギなどを捕まえるために地面に穴を掘る習性のある元気のい

わってしまっているかもしれませんが、生まれ持った本能は残ってい

ます。例えば、名前にテリアと付く犬がいますが、いずれの名前も大地
を意味するラテン語の「テラ」に由来しています。したがって、テリア
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OK so you feel you have enough time, space and money and are

エリザベス・オリバー
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consider having a pet at all. Before taking the decision to get a pet

people too. Herding and hunting dogs need A LOT of exercise so

4

ペットを飼う前に考えるべきこと

保健所や動物愛護センターから犬を譲り受けるということは、1つの
問題や、入所してきた犬の評価を行い、里親を見つけるための業務を

行う専門職員数の少なさのため、譲り受けた犬のことで、あなたが問
題を抱えることになるかもしれません。ただし、だからといって、保健

5

ペットを飼う前に考えるべきこと
所や動物愛護センターから犬を譲り受けることに反対するつもりは
ありません。ただ、犬があなたの家族や家庭に慣れて落ち着くまでに

は時間と労力がかかることになるかもしれませんので、ご注意くださ
い。

アークのような良心的なシェルターでは、日常の世話をしているスタッ

ットを飼うことはできないと思われている場合でも、動物と楽しく過

ごしながら、彼らを助けることができます。ボランティア、フォスター
（一時預かりボランティア）、スポンサー制度、寄付金などいろいろ

は、飼い主としての責任を負うことなく、お世話の手間も心配せず、
ペットの飼い主になるようなものです。

*寄付金：もし、あなたが忙しすぎて上記のいずれもできないというこ
とであっても、アークをご支援いただくことにより、行き場のない動物

たちを助けることができます。現金その他どのような形のご寄付でも
結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。また、いつでもアー

クをご訪問いただき、いただいたご寄付がどのように使われているの
かを直にご覧になってください。

お元気でお過ごしのこ
とと思います。

チャームが 東 京の私
たちの家に来てから、
しばらく経ちました。
私の 妻と娘 が、夏に

Thank you again for showing them around and taking them to
Big thank you also to Machiko who was a big help here in Tokyo.
Charm is doing extremely well and quickly adapted to the big city.
She is very smart and incredibly well behaved.

と思い、メールいたしました（呼びやすいので、私は彼をバッキーと呼
んでいます）。

streets are very crowded he gets scared. The dog walkers love
him and my friends and neighbours too, so he's becoming a bit of
a local celebrity now.
Sometimes we go for a run, he loves it but his stamina is much

バッキーは、とても元気にしています！最初は、見るもの聞くもの全

better than mine..

のが楽しみですし、近所を探検してみたり、出会った人たちと仲良く

Training wise I had mixed results, he responds to me and comes

てに怯えていましたが、あっと言う間に馴染んで、今では公園に行く

なっています。バッキーが怖がるのは、人通りがとても多いときだけ

to me, unless he's otherwise engaged. Am now working with a

です。バッキーは、犬を散歩させている人々にも、私の友達や近所の

clicker and that seems to go better.

した地元の有名人です。時々、バッキーを連 れて走りに行きますが、

I didn't have to use the crate at home, he's not destructive and just

バッキーは走るのが大好きで、しかも私よりずっと体力があります。

sleeps when he's by himself.

す。バッキーは、何かに夢中になっていない限りは、私の呼びかけに

I took him on a few trips and he's super easy in cars, so he must

はよく反応します。今は、クリッカーを使ってトレーニングしています
家ではクレートを使う必要はありませんでした。バッキーは家の中の
物を壊したりしませんし、お留守 番をしているときはただ静かに眠っ

Jurgen, Mika, Sayuri, Charm

quite sensitive, so he's on special kibble now. At the vet is a good
boy and waits patiently until they're done clipping his nails and
even giving him shots.

つろいでいました。バッキーは、私が里親になる前からすでに車には

The only thing I struggle with is socializing with other dogs, he's a

努力の甲斐あってバッキーは少し体重が増えましたが、とてもお腹

をこわしやすいので、今は特別食を食べさせています。爪を切っても

エアロ
Aero

いました。

He gained a bit of weight after a lot of effort but his stomach is

ています。

慣れていたに違いありません。

とが好きになってしま

have been used to that already.

バッキーを連れて数回旅行にも行きましたが、彼は車の中でとてもく

Best,

い、すっかり彼女のこ

らったり、注射を打ってもらったりしに動物病院に行くことがありま
すが、バッキーはとても良い子で、辛抱強く順番を待っています。

バッキーのことで一つだけ私が困っているのは、他の犬との付き合い

方です。バッキーは、大きな犬が少し怖くて、一度相手の犬に飛びか

私の家 族のために施

設 を案 内していただ

bit scared of big dogs and once attacked one. He was on a leash
and just felt threatened I guess, but ever since I'm a bit wary of
letting him play with other dogs (with small ones he's very gentle).
I've been trying to build up going to the dog run but it's always so
crowded in there so I don't go in that often. If you have any tips on
how to build that up, or if there are other places where dogs are
allowed off leash in Tokyo, I'd love to hear it! It would be great if he

かったことがあります。その時、バッキーはリードに繋がれていました

gets a bit more opportunity to hang out with other dogs, off leash.

キーを他の犬と遊ばせることに少し慎重になりました（バッキーは、

For the holidays Bakkie is going to Nasu, so then he'll have some

し、ただ危険を感じただけだと思います。しかし、それ以来、私はバッ

き、篠山シェルターに

も連れて行っていただき、改めてありがとうございます。また、東京で
多大なサポートをいただきました真智子さんにも、こころよりお礼を

小さな犬に対してはとてもおとなしいです）。

more company.

のですが、ドッグランはいつもとても混んでいて、たびたびは行けませ

And for next year, if you ever need a foster home for a dog that

私は、バッキーをもっとドッグランに連れて行ってやろうと思っている

申し上げます。

チャームはとても元気で、大都会での生活にあっと言う間に馴染んで

ん。ドッグランへ行く回数を増やす良いアイデアがあれば、あるいは

きました。

東京でドッグラン以外にも犬のリードを放しても良い場所があれば、

彼女はとても賢く、信じられないほどお行儀の良い子です。

6

ちました。バクラヴァと私たちの暮らしぶりについてお知らせしたい

が、うまくいっているようです。

Sasayama.

きに、チャームに出会

ユルゲン、ミカ、サユリ、チャーム

the neighbourhood and making friends with people. Only when
皆さん、お元気でしょうか？バクラヴァの里親になってから数カ月経

トレーニングについては、うまくいく事もうまくいかない事もありま

ボランティアをしたと

Hi Elizabeth

adjusted quickly and now he enjoys going to the park, exploring

方たちにも愛されています。というわけで、バッキーは今ではちょっと

大 阪 アークを訪 れて

みなさんによろしく

Bakkie is doing really well ! He was scared of everything at first, but

SPRING 2018
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チャーム / Charm

バクラヴァ
Baclava

なたはただ、いつでもご都合の良いときに立ち寄って、1時間か2時

Happy Homes
エリザベスへ

a few months after adopting Baklava (I shortened it to Bakkie,
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もしあなたが、自分や家族の状況から、少なくともしばらくの間はペ

I just wanted to check in and let you know how we're getting on
makes it easier to call him).

間、あなたのスポンサーペットとの時間を過ごしてください。あなた

する存在なのです。

Hope this email finds you well !

てくださるフォスターさんもいらっしゃいます。

思い出を大切にし、心配しているのです。動物シェルターは営利を目
一生安心して暮らせる絶好のチャンスを逃がさないように里親探しを

フレデリック

ん。一時預かりしていた動物を、結局そのまま譲り受けて里親になっ

*スポンサー制度：犬や猫の全てのお世話はアークがいたします。あ

的とするものではありません。保護している犬や猫に、暖かい家庭で

ランティアのときにお会いできることを楽しみにしています。

期滞在されている外国人の方にとても人気のある制度ですが、いず

か虹の橋を渡るまで、私たちの心からその犬や猫が消えることはあり
ませんし、アークを巣立った動物たちのことを、私たちはいつも考え、

皆さま、どうぞ楽しい休暇をお過ごしください。また来年、次回のボ

猫と遊んでくださるボランティアを歓迎しています。

れ引っ越しをしなければならない日本人の方にもお勧めかもしれませ

わけではないのです。たとえ姿は見えなくなっても、その動物がいつ

かりできるかもしれません。

*ボランティア：アークでは、お休みを利用して犬とお散歩をしたり、

動物シェルターでは、動物の里親になられた後でも、助言を行った

アークを去るとき、私たちはただ単に「さようなら」と手を振っている

うに、バッキーは自分より小さな犬にはとても愛想がよいので、お預

arkbark.net/)をご覧になってください。

*フォスター（一時預かりボランティア）：フォスターは、特に日本に短

り、起こりうる問題についてお手伝いをすることができます。動物が

しなら、私の家のことも心に留めておいてください。申し上げましたよ

な方法がありますので、詳しくはアークのウェブサイト(http://www.

フが犬の習慣や性格を熟知していますので、あなたや、そのご家族、
ライフスタイルに最も適した犬をお選びすることができます。また、

Happy Homes

エリザベス・オリバー

きれいにシャンプーしたエアロと初めてのお正月を迎えました。

Hope all is well. Some time has passed since Charm came to us in

もちろん、エアロにも特別おせちメニューをあげました！

Tokyo. My wife and daughter went to Osaka in summer for some

Aero's nice and clean for the New Year.

volunteer work when they met her and fell in love.

Then a New Year food spoiler, bone and chill.

ぜひ教えてください！バッキーがリードなしで他の犬と一緒に過ごす
機会がもう少し増えればいいなあ、と思っています。

休暇に、バッキーを那須に連れて行こうと思っていますので、そこで
もっとお友達に出会えるでしょう。

ところで、来年、先住犬のいる家庭が望ましい犬のフォスターをお探

prefers not to be alone, please keep my place in mind. As said,
Bakkie is very friendly to other, smaller dogs so that might be an
option.
Wishing you very happy holidays and hope to see you again next
year with the next round of volunteering.
Best,
Frederique
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Happy Homes
ケンケン / Kenken

Israel volunteers

オリバーさん、アークスタッフ、関
係者の皆様にとって、来年が穏や

かで、健やかで、楽しい良き年で
ありますように！

Kenken and I would like to wish YOU and your colleagues & staff
at ARK a wonderful, joyous, healthy and peaceful new year !

started with cleaning a few kennels, refil-

photos to go with it.

ing water, changing blankets etc...

添えてお便りいたします。

The absolutely best event for me in 2017 was my visit to ARK

part of the day- walking with the dogs.

Osaka in August and adopting Kenken.

The more dogs we had time to walk, the

Incredible that it is already 4 months since Kenken came into my

happier we were and the better our day.

life. These months have been a bit of an emotional roller-coaster.

We felt like we were needed and helpful.

It was lovely to see how Kenken made my house right away his

The staff were so friendly ! They showed

home, finding his comfy places, and considering it very soon his

us exactly what we had to do and helped

'territory' happily barking at every ring of the bell and takyubin

us whenever we needed them, always

guy.

with a smile.

事は、8月に大阪アークを訪問し

てケンケンの里親になったことで
した。

ケンケンと暮らすようになってか

ら、すでに4カ月も経ったなんて

A VOICE FOR ANIMALS

信じられません。この間、私の感
ケンケンが、あっと言う間に私の

家での暮らしに慣れていくのを見て、とても嬉しく思いました。ケン

ケンは、自分で居心地の良い場所を見つけ、すぐにその場所を自分の
「テリトリー」だと認識して、インターホンが鳴って宅配便屋さんが来
る度に喜んで吠えています。

ケンケンは、今ではすっかり馴染んでいるようで、楽しそうに近所を
探検しています。もちろん、東京大学本郷キャンパスは、ケンケンの
お気に入りの遊び場になっています。

可愛いタイプの雌犬でない限り、ケンケンは近所の犬たちにはあまり

興味がありません。さらに、相手の犬の大きさや強さに動じることな
く、近所で一番体の大きい犬に近づき、楽しそうに吠え るのには、私

The roads and the view around ARK are beautiful, we could walk
He seemed to settle in quite well and had fun exploring the

through them non-stop !

neighbourhood, of course with the Todai Hongo campus

We had a great apartment with everything we needed and more

becoming his favourite playground.

(AC, fully equipped kitchen, washing machine, hot water, etc.)

He does not care much for the dogs in the neighbourhood, unless

If you considering volunteering somewhere, we absolutely recom-

they are female and kind of cute. Moreover, I was amazed that

mend ARK, for you and for the dogs.

unperturbed by physical size and strength, he had a go and good

Elad & Tali, from Israel

静かに座ってじっと猫を観察しています。残念ながら、私は猫の毛に
アレルギーを起こすので、猫と一緒に暮らすというケンケンの夢をか
なえてあげることができません。

毎日の生活のリズムがすっかり整ってきましたし、ソファに横たわった

り、私の脚の上で幸せそうにいびきをかいたりして、ケンケンはとても

懐いてくれているので（全くお互い様です！）、これまでのところ全て
順調に行っています。私は、出来る限り在宅で働くようにしています。

たまに、丸一日の授業のときは、ケンケンはとても評判の良い犬のデ

ンケンはデイケアのスタッフのことは大好きで、スタッフの後を追いか
けまわしています。きっとオヤツがもらえそうだから！

要するに、私は心からケンケンを、そして彼の強くて人懐っこい性格

くださって、本当にどうもありがとうございました。

ていると感じました。

アー クのス タッフ は と て も 親 切 で
す！何 をす れ ば い い か 正 確 に 指 示

してくださり、必要なときはいつでも笑顔で来てくださいました。
周辺の道や風景は美しく、休憩を取ることなくアークまで歩いて行く
ことができました！

私たちは、必要な物、いやそれ以上の物が全て揃った便利な部屋を
借りることができました（エアコン、冷蔵庫や食器付きのキッチン、洗

濯機、お湯の出る設備等）。どこかでボランティアをしようとお考えな
ら、あなたのため、そして犬たちのために、アークをぜひお勧めいたし

Love animals and looking for a job ?

動物好きで、
お仕事を探しているあなたへ
アークでは、現在、下記のスタッフを募集しています。

his tail whenever a cat crosses his path or sits quietly, intently

Maintenance staff:

メンテナンススタッフ

watching the cats gathering in the evenings at the little playground

Job involves looking after our two sites in Nose and in Sasaya-

close to my home. Unfortunately, I have a cat-hair allergy and thus

ma; building / animal enclosure repairs, ground maintenance like

can't fulfill his dream of a feline companion.

grass cutting, clearing undergrowth, rescuing animals, taking animals to veterinary clinics / airport, picking up donations etc:

建物や動物舎の修理、草刈りや草抜きといった土地の整備、動物のレ
スキュー、動物病院や空港への動物の搬送、寄付物品の搬入など、

アークの2つの施設（能勢シェルターと篠山シェルター）でのお仕事を
していただきます。

マニュアルの運転免許証は必須で、通勤には車が必要です。

All is fine now, I think, as we have found a good rhythm and

Manual driving licence a must, also car to get to site.

Kenken has become very affectionate (it is certainly mutual!)

We recommend that potential employees spend two weeks vol-

snuggling up on the sofa and happily snoring away on my legs. I

unteering at ARK in order to understand how our organization

work at home as much as I possibly can. On the few occasions,

works and to get to know our staff and animals. We offer free ac-

when I have to teach a whole day, Kenken goes to a very nice

commodation during this period.

ることができます。

much attention from other dogs for his taste, although he loves

Office staff:

オフィススタッフ

the staff and follows them wherever they go ... there could be a

Job involves all kind of office work; computer (knowledge of ba-

treat coming his way !

sic systems), taking phone calls, dealing with visitors / potential

なお、アークの中の仕組みを理解し、アークのスタッフや動物について
知るために、応募しようと考えておられる方は2週間、アークでボラン

ティアをすることをお勧めいたします。この期間中は、無料で寮に泊ま

dog daycare, though admittedly, he doesn't particularly like it: too

donors and adopters, taking part in outside events. Basically the
To cut this long story short: I love Kenken dearly and his strong,

person we are looking for would be multi-tasking and some Eng-

yet affectionate personality - we are a good match, I feel more

lish would be a huge plus. A car is essential for getting to the site.

and more. Thank you so very much for letting me adopt him and

We recommend that potential employees spend two weeks vol-

bringing him all the way to Tokyo for me.

unteering at ARK in order to understand how our organization

を愛しています。私は、二人の相性が良いことをますます実感してい
ます。私にケンケンをお譲りいただき、はるばる東京まで連れてきて

分たちが必要とされていて、助けになっ

been a cat in his previous family, for he grinds to a halt wagging

イケアに行きます。ただ、他の犬からあまりに注目されるので、正直な

ところケンケンはあまりデイケアが好きではありません。それでも、ケ

嬉しくて、楽しい一日となりました。自

ARK has vacancies for the following positions:

one of the main attractions for going to the vet. There must have

は、いつも立ち止まって尻尾を振っていますし、私の家の近くに夕方

になると猫が集まってくる小さな遊び場があるのですが、ケンケンは

お散歩する犬の数が多ければ多いほど

SPRING 2018

SPRING 2017

たお家に猫がいたに違いありません。猫がケンケンの前を横切るとき

のお散歩に出かけました。私たちは、

our battles over what he is supposed to eat and the food he thinks

He absolutely loves cats, by the way, and that also seems to be

ときのお目当ての一つでもあるのです。ケンケンが以前に飼われてい

時間後には、一番大切な仕事である犬

is even more stubborn than me, as he proves amply everyday in

の小さな「ライオンドッグ」であり、シーズーについてよく言われるよう

ケンケンは猫が大好きです。実際、ケンケンにとって動物病院に行く

れ替え、毛布の取り換えなどをし、約1

a huge personality ! ...and a proverbial Shih Tzu 'gankomono' ! He

he should get. Oh my !

が毎日のように喧嘩を繰り返すことでも十分立証されています。

き、まずは犬小屋の清掃、飲み水の入

イスラエルから、エラドとタリより

scared now by Kenken, haha ! He surely is one little 'lion dog' with

いるのです。ケンケン、すごい！ケンケンは、確かに、個性の強い1頭

与えられるフードと彼が食べたいと思っているフードをめぐり、私たち

私たちは、毎朝8時半頃にアークに行

ます。

bark at the biggest dogs around, some of whom are positively

も驚きました。その中には、間違いなくケンケンを怖がっている犬も

に「頑固者」です！ケンケンは、私よりももっと頑固です。そのことは

とても良い経験をさせていただ

きました！

After an hour or so, we got to the main

情は目まぐるしく変化しました。

ークで1週間 ボランティアをし、

A VOICE FOR ANIMALS

Here is a little report of my happy life with Kenken and some

いてお知らせいたしたく、写真を

心からの感謝をこめて、

ARK and had a great experience !

We came every morning at ~08:30 and

ケンケンと私の幸せな生活につ

私にとって2017年の最高の出来

ア

W

e spent a week volunteering at

works and to get to know our staff and animals. We offer free acWith much gratitude and warm greetings,

事務作業全般をしていただきます。コンピューター（基本的なPC操

作）、電話対応、訪問者、動物を連れてくる人、里親希望者に対する接
客、外部イベントへの参加。基本的には何でもできる人を求めており、
さらに英語力があれば大いに助かります。通勤には車が必要です。

なお、アークの中の仕組みを理解し、アークのスタッフや動物について
知るために、応募しようと考えておられる方は2週間、アークでボラン

ティアをすることをお勧めいたします。この期間中は、無料で寮に泊ま
ることができます。

commodation during this period.
詳細については、アーク事務局にお問い合わせください。

Nicola
For more details please contact ARK office.

ニコラ
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Dear Elizabeth,
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mont-bell club Friend Fair 2018 Yokohama / モンベルクラブ・フレンドフェア2018春（横浜）

T

okyo ARK will be having a booth at mont-bell’s Friend Fair in
Yokohama again this Spring!

All your favorites ARK goods will be available, too.

Badger passed over Rainbow Bridge in autumn 2008 but he
continues to send his letter to ARK.

昨

年の参加に続き、今年もブースを出展させていただきます！

毎年多くのブースが出展、イベントやワークショップなどさまざ

Help ! Where are the animal police to save my friends from a

まな催し物の他、モンベル商品のアウトレット販売も行われます。

life worse than death ? So many of them out there; weighed
down by heavy chains, exposed to bitter cold or searing heat,

アークブースではグッズの販売を行い

Please note that proof of mont-

snow and rain. No warm kennel or blanket for them, seldom

ますので、ぜひお立ち寄りください。

bell membership will be required.

or no walks, food thrown their way, toys ? That’s a joke. But

＊モンベル会員限定のイベントです

New membership will be avail-

this folks is the way many dogs in Japan exist; unloved ob-

が、当日入会（年会費￥1,500）も可

able for ¥1,500 at the reception.

能です。

For further details, please see the

日時：

mont-bell website.

3月17日（土）9:00〜17:00

3月18日（日）9:00〜16:00

Date:

場所：

Saturday, March 17 9:00 - 17:00

横浜市西区みなとみらい1-1-1

Venue:
Pacifico Yokohama (Hall C and D)
1-1-1 Minato-mirai, Nishi-ku,

※大阪で開催される（モンベルクラ

Yokohama

ブ）フレンドフェアには参加しません。
秋のフェアに参加予定です。
*ARK will not be joinig mont-bell

factory or whatever. Only when they are cold and stiff on the

その後も天国からアークへ手紙を送り続けています。

end of the chain is their body removed and sent to the city
crematorium. Then a month or so later, a new puppy full of

助けて！生き地獄から僕の仲間を救ってくれる動物警察って、どこか

another unloved object.

たくさんいるんだ。暖かい犬小屋も毛布もなく、お散歩にはほとんど

Cruelty exists everywhere but what is cruelty ? In Japan,

切るような寒さ、焼けつくような暑さ、雪や雨に曝されている仲間が

行ったことがないか一度も行ったことがない、フードは投げ入れられ
るだけ。おもちゃは、もらえるのかって？冗談じゃないよ。でも、これ
が、日本の多くの犬が飼われている状況なんだ。飼い主の財産、家、

工場などの番犬として、可愛がらなくていい単なる物体とみなされて
いる。犬が鎖からはずしてもらえるのは、繋がれたまま冷たく硬くな
って、市の火葬場に運ばれるときだけさ。そして、その後1カ月も経て

ば、元気いっぱいで無邪気な新しい子犬が同じ鎖に繋がれて、また可

Friend Fair in Osaka but will join

愛がらなくていい単なる物体へと変わっていくんだ。

the autumn Fair.

life and optimism, is put on the same chain, to deteriorate into

にいないの？世の中には、重い鎖に繋がれて身動きが取れず、身を

authorities (hokensho) think that giving food and water is
enough. But cruelty not only exists in the cases I mentioned
above, not seeking veterinary care when a dog is suffering
from disease or illness is another form of cruelty. So too is
seeing a dog which is virtually a skeleton with calluses all
over its body obviously in pain should tell us things are not
right. But sadly no, authorities are indifferent, too cosy in their
warm offices to go and check while the police who are also
unable to judge what is cruelty or not, don’t want to clutter up

動物虐待はあちらこちらで見られる

their desktop with more paperwork.

なんだろうね？日本の当局（保健所）

In Britain around 1500 cases of cruelty are prosecuted by

けれど、動物虐待ってどういう意味

ARK Reunion Party 2018 with dogs

J

oin us with your dogs and family for a fun day at our facility
in Shitsukawa, Sasayama. There will be lots of competitions

and exciting prizes. We will supply hot and cold drinks but please
bring your own obento.
Date: Sunday 3rd June 2018 11:30 - 16:00
Place: Shitsukawa off prefectural route 37, Sasayama-shi
Entrance fee: ¥1,000 per person (dogs & children under 12 free)

アーク同窓会2018

ア

ーク出身のワンちゃん大集合！篠山市の新施設にて、同窓会を

開催します。広大なドッグランで楽しいひと時を分かち合いまし

ょう！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
しています！
日
場

時：6月3日 (日) 11:30開始

所： 兵庫県篠山市後川下（しつかわしも）
「篠山アーク」

参加費：お１人様

1,000円（愛犬と小学生以下は無料）

その他：昼食は各自でご持参ください。お飲物とお菓子はご用意いた
Please apply by 10th May and we will send you the details and a
map to the site.
Giving
* your name, address and telephone number
* number of guests (children's age)
* number of dogs and their names

します。

参加ご希望の方は、

メール：ark@arkbark.net

the RSPCA (Royal Society for Prevention of Cruelty to Ani-

だと思っている。でも、それだけじゃ

mals , Britain’s animal police force) every year ! In Japan only

なくて、犬が病気や怪我で苦しんで

around 13 cases, and this despite Japan’s human population

いるのに獣医さんに連れていってや

being double that of Britain’s. This year marks another revi-

らないのも、動物虐待っていうのさ。

sion in Japan’s Animal Protection Law. It is due time for us

ガリガリに痩せて体中にタコができ

to demand an active animal police force to help our many

ていて、苦しんでいるに違いない犬を

friends in need.

見れば、ちゃんとした飼い方をしてい
ないことは明らかさ。でも、悲しいこ

とに、当局はそんな犬たちには無関
心で、暖かいオフィスでくつろいでい

るので、犬たちのところに行って事実を確認するなんてことはやらな

いのさ。それに、警察もまた、何が動物虐待で何がそうでないのかを
かしたりしたくないんだ。

イギリスでは 、毎 年約1, 5 0 0 件もの動 物虐 待の事例が、英 国王

にて、下記事項をお書き添えのうえ、5月10日までにお申し込みくだ

Prevention of Cruelty to Animals、イギリスの動物警察）によっ

さい。

・代表者のお名前（ふりがな）、住所、電話番号
・参加人数（お子様は年齢も）
・犬の頭数と名前

お申込いただいた方への詳細と現地案内図のご連絡は、締め切後、
郵送にてお送り致します。

Donation from Hilton / ヒルトンからの寄付

判断することができず、ペーパーワークを増やしてデスクトップを散ら

ファックス：072-737-1886
電話：072-737-0712

SPRING 2018

SPRING 2017

は、フードと水さえ与えていれば十分

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

パシフィコ横浜 展示ホールC・D

Sunday, March 18 9:00 - 16:00

jects supposedly guarding their owner’s property, house /
2008年の秋に「虹の橋」を渡ったバジャー。

立動物虐待防止協会（RSPCA：The

Royal

Society

for

the

て告訴されているんだ！日本の人口はイギリスの2倍だというのに、日

本では、動物虐待で告訴された事例はたったの13件程度だ。今年、
日本の動物愛護法がまた改正されるんだって。たくさんの仲間を救う

ため、しっかり動いてくれる動物警察を求めてもいい時期にきている
と思うな。

Donation from Hilton Hotel Christmas Train.
ヒルトン大阪、ヒルトン・クリスマス・トレインよりのご寄付
をいただきました。
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Staff story

I

寺本 明日美

Asumi Teramoto

私

t’s been a year since I started working at ARK.
One year has passed so quickly, during which time I

がアークのスタッフになっ
て一年が経過しました。

この一年は本当にあっという間

learned a lot.

Staff story

I

仁科 直人

Naoto Nishina

私

がARKのス

t’s been a year since I became an ARK staff. Various dogs

タッフになっ

and cats who have been rescued or brought to ARK, come in

て一年。日々、様々

here every day. Knowing this situation, many people are mak-

で、でも、とても沢山のことを知る

ing donations or volunteering at ARK, which I really appreciate.

私はアークのスタッフになるまで

Whenever I see dogs and cats who’ve just arrived at ARK, I sym-

な犬や猫がARKで

保護されています。

ことが出来た一年になりました。

I had hardly been involved in animal shelter activity until I
became a member of ARK staff. Through my work at ARK,

ほとんど保護ということに関わる

I learned shelter animals comes with lots of challenges and

ことが出来ていませんでした。

difficulties, and that we can rescue and care for animals only
when we receive support from many people.

それに伴い寄付や
ボランティアも沢山

pathize with them. On the other hand, I think of them as lucky

して頂き本当に感

since they have a chance to find a forever home. In this way, I am

保護と一言で言っても簡単なこ

both sad and happy to see them every day.

よって初めて出来ることもわかり

Since ARK is a well-known NPO, compared to others, it is more

謝の気持ちでいっ
ぱいです。

とではなく、沢山の方々の協力に

Everything we do at ARK, e.g. using the land and facilities,

ました。

giving food to animals, holding adoption fairs, producing

場所、動物達のご飯、里親会、グ

ARK goods, paying personnel costs, and using tools can-

ッズの製作、人件費、道具などど

animal shelter is known by the public.

とで成り立っており、またその支

Since the number of dogs and cats to be rescued is not decreas-

shelter.

援によってアークという場所があるということを知りました。

some cases with convincing reasons.

また、スタッフになって動物達がどのような理由でアークに来ているのか
知ることもできました。

どうしようもないこともあるのですが、やはり人間の都合が多数を占めま
す。

Some animals look very sad, being away from their previous owners. With heartwarming support, however, those animals can be

の反面「チャンスが

動物達の中にはやはりとても悲しい思いをしている子もいます。

そういった子達に保護施設という場所でもきちんとケアが出来るのもご

I’m sure that the current situation could be improved if people
who have known the truth convey the message to those who don’t

I would appreciate it if you, who are reading this Newsletter, let

だから私は保護すべき犬猫が減らない今、根本的な原因の解決に繋がる

様々な保護団体の中には、あまり人々に知られず保護している動物だけが

people around you know the current situation of abandoned and

増え飽和状態になっている団体も少なくはありません。

それを変え救う事が出来るのは、私達人間です。現状を知った人が、知ら
ない人に伝えて行くことで今のこと現状は改善されていくことでしょう。

unwanted animals in Japan.

このニュースレターを読まれた方、周りの方々に今の現状を伝えて頂けれ

ら動物達に会いに来てくださったりする方もいます。

ば光 栄です。

動物達もその度に沢山の方からの沢山の愛情を頂きスタッフとしても動
物達が喜ぶ姿を見ることが出来るのはとても嬉しいです。

They feel affection for animals living in ARK whenever they come.
Staff like me are very pleased to see that animals are jumping for
joy when they see them. Even if staff do not have enough time to
play with animals, volunteers play with them and take walks with

スタッフがなかなか触れ合う時間がない時もボランティアさんが触れ合っ

Home Needed

て下さったり、散歩をして下さったり、寄付だけでなくこのような形で助け
て頂いていることを知ることも出来ました。

them on behalf of us. Thus, volunteers are supporting us in this
particular way besides bringing donations.

そんなアークを支えて下さっている方々の想いを動物達に伝えていけるよ

今年の6月で1才になるまだまだやん

食欲おう盛、人とおもちゃ遊びをするのも大好きでまるで仔犬のよう

ていけるようお世話をしていきたいと思います。

女の子のような名前ですが活発な男

です！

ちゃ盛りのリサ。

う、今後も真正面から動物達と向き合いアークでの毎日を幸せに過ごし

I will care for these animals conscientiously to make sure that they

の子で、人見知りもせずとてもフレン

can live happily at ARK every day, responding to all the love for
animals from supporters and volunteers.

ドリーな性格です。

また、アークに来る前の私のようにまだまだ保護のことを知らない方は沢

兄弟と一緒に捨てられていたのを保

山いらっしゃると思います。

On the other hand, I believe there are many people who have not
known so much about animal shelters, like me before working for

護され、アークへやって来ました。

そんな方々に保護のことを少しでも多く伝えていけるよう私も日々精進し

はじめは多頭部屋で先輩猫たちと共

ていきたいと思います。

同生活を送っていましたが猫に対し

ARK. In order to let them understand more about animal welfare,
I will make the utmost efforts to give them a better understanding
of our activities.
Lastly, thank you all so much for your support of ARK in various
ways.
I will continuously do my best to ensure that animals living in ARK
can find a forever home as soon as possible. I welcome your continuous support of our staff as well as the animals in ARK.

て気が強く、先輩猫たちが迷惑して

最後に、アークに色々な形でご支援をして下さっている沢山の皆様、本当

いる様子だったのでリサを狭い個室

にありがとうございます。

アークにいる動物達が1日でも早く素敵な家族に出逢えるよう頑張ってい
きます。

これからも動物達、スタッフ一同よろしくお願いいたします。

リサ / Lisa

へ分けざるを得なくなりました。

しかしその小さな猫舎はリサにとっ
てはとても窮屈で退 屈な場所でし

た。ストレスからベッドのクッションを破いたり、人の姿が見えると要
求鳴きをしたりしています。

一緒に来た兄弟は先に新しい家族に迎えられ、一人残ってしまったリ

サ。フレンドリーなのになかなかもらわれず、狭い部屋での生活を強
いられているリサの事を私たちは心配しています。
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ムする可能性 が 高

いです。リホームする動物の数と知名度は比例していると私は思います。

SPRING 2018

SPRING 2018

places to see our animals.

く、比 較 的リホー

方法はまず、知ってもらうことだと考えています。ですが日本全国にある

ボランティアさんの中には私よりも沢山の時間をアークの動物達に当てて
休みの日に初めての方も、何度も来て下さったりする方も、遠いところか

体より知名度が 高

ings who can change such a situation and rescue poor animals.

There are quite a few volunteers who are spending a longer time

くださっている方もいます。

ARKは他の保護団

more and more animals beyond their capacity. It is us, human be-

know about it.

ly as regular volunteers. Some of them are coming from a distant

日です。

mal shelters nation-wide out of the public eye which are accepting

支援があってこそだと思いました。

ARK on weekends for the first time, others come to ARK frequent-

と一喜一憂する毎

cause of the problem. However, there are quite a number of ani-

properly treated even at an animal shelter.

with the animals living in ARK than me. Some people come to

出来てよかったね」

ing, an animal shelter first of all should be known by as many
people as possible, which I believe is the way to solve the root

After becoming a member of staff, I got to know the reasons why
convenience or selfishness of human beings although there are

に」と思い、またそ

れも沢山の方々のご支援があるこ

that thanks to such support, ARK does function as an animal

animals come to ARK. Most of them come to ARK because of the

れる度に「 可 哀 想

number of animals being rehomed is proportional to how much an

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

not be done without the support of many people. I learned

私は 新しく保 護さ

likely that animals coming to ARK will be rehomed. I believe the

に元気いっぱいのリサを新しい家族として迎えて頂ける方、大募集中

Naughty and lovely Lisa will be 1 year old this June. "He" is not
afraid of strangers, and is a really friendly, lively boy even though
his name sounds like a girl's.
Lisa was a stray cat living with his brothers before he came to
ARK.
When he started living with other cats which had earlier joined
ARK, he was a little too high-spirited and quarrelsome so we had
to move him to a small single room.
However, his brothers were all adopted by new owners and the
new room probably made him feel more stressed and lonely ,
sometimes he tore up his bed or meowed loudly when people
came in.
We are worried about the future for this friendly, affectionate boy
with a big appetite who loves to play with people and really hope
lively Lisa will find his new family soon !
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認定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 595

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

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

A VOICE FOR ANIMALS

Tel: 072-737-0712
Fax: 072-737-1886
*****************************************
E-mail:
一般
ark@arkbark.net
グッズ販売 用
order@arkbark.net
ホームページ
www.arkbark.net
*****************************************
東京アーク Tokyo ARK:
Tel/Fax: 050-1557-2763
E-mail: tokyoark@arkbark.net
送金方法のご案内
郵便局: 00940-0-250984

2017年
11月 12日

P.O. Account: 00940-0-250984
篠山新施設にてBBQ パーティー開催

ARK Twitter:
http://twitter.com/arkbark2010

18日 大阪インターナショナルスクールフェアに参加
15日 NHK「クローズアップ現代」にアーク代表

ARK Facebook:
http://www.facebook.com/
animalrefugekansaiARK

オリバーが出演

26日 神戸GREEN DOGにて里親会
28日 代表のオリバーが

レクチャーのため甲南大学を訪問

WINTER 2016

2018年
12月 7日

デヴィ夫人主催のクリスマス・チャリティー
パーティーに招待を受ける

17日 神戸GREEN DOGにて里親会
24日 ARK忘年会

1月 22日

代表 のオリバーがレクチャーのため
大阪YMCAを訪問

26日 京都動植物専門学校の学生がアークを
見学のため訪問

28日 神戸GREEN DOGにて里親会

fat、

Dog: w/d, a/d, i/d, i/d low fat, z/d, ph con-

z/d、phコントロール、消化器サポート＜高栄養＞、消化器サポー

犬用：処方食ドライ＆缶詰（w/d、a/d、i/d、i/d

low

trol, maintenance food, senior dried food,

ト＜低脂肪＞）、ドライフード、低刺激シャンプー、オーガニックシ

canned food, shampoo for sensitive skin

ャンプー、フロントラインプラス（特にXSサイズ）、マイフリーガ

or made of organics, Frontline (flea tick

ードα、中型犬用布製首輪・ハーネス（特に"ネッグハーネス"：足

prevention), 'My free guard' clinic bottle,

を通さないタイプ）、コング（中～大型犬用）、コング用チューブ
ペースト、おもちゃ（長持ちする固いタイプ、ピーピー鳴るタイプ、太いロープタイプ、知育タイプ）、プレ
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Premier Collar (size: M), KONG (medium/
large size), Squeaky toys, soft medium sized harnesses and

ミアカラー（Mサイズ）、犬用おやつ、早食い防止皿、中型犬用の服とカッパ（マントタイプ）、中型犬

collars / Cat: w/d, i/d, c/d, ph control olfactory, kitten dried food,

用リード（丸ロープタイプ） / 猫用：処方食（w/d、i/d缶、c/d缶、phコントロール缶、消化器サポー

adult/senior canned food, scratching boards, beds, toys, 'GOLDEN

ト、phコントロールオルファクトリー：ドライ）、子猫用ドライフード、成猫・老猫用缶詰、子猫用粉

CAT MILK' / General: scrub brushes, yard brushes, dust pans, metal

ミルク（森乳製：ゴールデンキャットミルク）、爪とぎ、フロントライン、猫じゃらし、知育タイプのお

buckets, rubber floor wipers, 45L plastic buckets with lids for food stor-

もちゃ / 一般：デッキブラシ、柄の長いほうき、柄の長いちりとり、ブリキのバケツ、水きり用ゴムベラ、

age, packaging tapes, cotton wool pads, tissue paper, 45L trash bags,

布ガムテープ、紙ガムテープ、カット綿、ティッシュペーパー、45Lゴミ袋、ペットシーツ、うさぎ用チモシ

timothy for rabbits, pellet for rabbits, pet sheets, washing powder

ー、うさぎの餌（ペレット）、古バスタオル / 古タオル、新聞紙（広告は抜いて下さい）、洗濯用洗剤、花壇

(sentaku senzai), bedding plants, electric washing machines (new,

用草花、サランラップの芯、洗濯儀（8kg以上、中古品可※あまりに古いものは不可）、こたつ、米袋

more than 8kg), used newspapers

