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"Cats are irresponsible and recognize no authority, yet are completely dependent on
others for their material needs. Cats cannot be made to do anything useful. Cats are
mean for the fun of it. In fact, cats possess so many of the same qualities as some
people (expensive girlfriends, for instance) that it's often hard to tell the people and the
cats apart."
P. J. O'Rourke
猫は、身勝手で、権威を認めない動物。それでいて、生きるために必要な物は、人間にたかろうとする。
彼らに何か用事をさせようとしても無理だ。猫は、わざと意地悪をして楽しむ生きもの。実際、彼らは、
ある種の人間と同じ特性を持ちあわせている─例えば、ぜいたく好みの女友達とか─だから、時
として、人間なのか、猫なのか、わからなくなる。
─ P.J. オローク

「動物シェルター」設立に関して─アークからの助言
「動物好きだけではできません」─( 元サンフランシスコ SPCA 理事長エド・セイヤーズ氏 )

ら、どんなに「うま味のある」手軽な商売か想
像に難くありません。
悪徳業者の住所が書かれていたとしても、動
物はおぞましい状態でどこかに閉じ込めら
れ、多くの場合餓死するままに放置されてい
るはず。たとえ、居場所がわかったとしても、
元飼い主は訪ねて行くことはおろか、そこを
見たいとも思わないでしょう。悲しいことに、
ほとんどの人は「ペット問題」が片付いたこ
とでほっとし、行き先を確かめようともしな
いものです。
ここ数年、日本でも動物保護施設がかなり普
及してきたとはいえ、すでに確立された組織
の多くは外国人が始めたものです。最近では、
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日本人が運営する団体も次第に増え、シェル
ターを始めたいと考える人も大勢います。そ

ペ

れ自体は朗報だとしても、シェルターの設立

ットは、至る所で、人間の身勝手さの

ふたつ目は、道端とか、河原や山中にペット

と運営は「大事業」なので、軽々しく考える

犠牲にされています─何となく購入

を捨てること。後者を選ぶ人が多いものの、

のは禁物です。「動物が好きだから」というだ

して育て始めたものの、そのうちに面倒に

当事者が知らないだけで実はその行きつく先

けでは不十分です。大切なのは、感情に走る

なったり、飽きがきて、捨ててしまう……と

は、例外なく悲惨きわまりない最期─餓死

のではなく、現実に目を向けること。スペー

いうように。しかし、動物は、また、やむを

か病死、（ダニとかカラスによって）文字通

ス、時間、人員、それにもちろん 資金─こ

得ない (?) 事情の犠牲にもなり─離婚など

り「生きながら食われる」か、または、路上

れらをどれだけ用意できるか、じっくりと検

の家庭問題、失業、破産、引越し、死亡や老齢、

での交通事故死、さもなくば、保健所に捕獲

討したいもの。動物福祉施設は商売の対象で

その他の理由で飼育不可能に陥るなど……飼

されるなどの危険─が待っています。飼い

はないものの、何事も金なしには達成できな

い主がペットを手放さざるを得ない状況に追

主は、ペットが誰か親切な人に出会って助け

いのが現実です。

い込まれる場合もあります。

られ、飼ってもらえることを期待するので
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しかしながら、大方の先進国では動物愛護組

しょうが、現実はそれほど甘いものではあり

夢の中では、自由に使える大金があれば、理

ません。

想的シェルターをつくるプランを立てられて
も、現実はそれほど甘いものではありません。

織や保護活動団体による、または、個人が運
営する「シェルター」がそういう場合の「受

さらに、飼い主がその他の道を何気なく選ん

ほとんどの団体は、乏しい資金をやりくりし

け皿」として用意されています。動物を道端

でしまう場合もあります。そのひとつが「ホー

ながら、できる限り多くの動物を助けようと

に捨てなくても、シェルターに引き取りを頼

ダー」の手に渡すこと。ホーダーは、自称

精一杯努力しています。アークも、このよう

むことができるのです。もちろん受け入れの

動物愛好家 で、1匹残らず 助け たいと思

にスタートをして、様々な障害を乗り越え、

成否については、各施設がそれぞれのスペー

い、できるだけ多くの動物を引き取っては、

数々の困難を克服して、やっと、今日の地位

ス、人員数、経済事情、方針などを考慮して

ありとあらゆるスペースにそれを詰め込むた

を確立するに至ったのです。

決定します。ペットが「里親さがし」の対象

め、やがて過密と資金不足で、家中がまるで

になるか、または、他の組織やサンクチュア

地獄さながら……たいへんな事態を招くので

私 ど も が 直 面 し て き た 問 題 を 知 る こ と は、

リに移されるか、それとも ... 安楽死させるべ

す。こんな場所が日本中に数限りなくあると

シェルター設立を考える方の参考になるかと

きか ─ その判断は、すべてシェルターにま

か……ペットの「引渡し先」を求める飼い主

思います。アークには毎日、
「動物を引き取っ

かされます。しかし、注目すべき事実は、多

の必死の思いにつけ込むホーダーが、ひそか

てほしい」という電話が殺到しますが、もし

くの場合、動物にとって 自動的な死刑宣告

に暗躍しているのです。

もそのすべてを引き受けたとすれば、たちま
ちにして

ではなく、新しい家庭で出直す機会が与えら
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生き地獄 に転ずるのは目に見え

れるということ。実際、英国とか北ヨーロッ

さらに不気味なのは、
「不要ペット」をもとに

ています。では、理想と現実のバランスをど

パ諸国、それに、米国の大部分の地域では、

金儲けをたくらむ破廉恥な連中が存在するこ

う図ればいいのでしょうか？

年齢や障害の有無に関係なく、再出発のチャ

と。彼らが配る「ペットを手放したい方はご

ンスに恵まれる動物が年々増えているのです。

連絡ください」というようなチラシに書かれ

私どもは、それぞれの電話内容をケース・バ

ているのは携帯電話番号だけで、住所は不明。

イ・ケースで処理します。緊急性を必要とし

一方、日本では、再出発のチャンスはほとん

電話をしてくる人には（3 万円くらいの）手

ない場合は、ウェイティング・リストに載せ

ど望めません─シェルターそのものがない

数料を要求します。取引き場所は高速道路の

て、受け入れ態勢が整ってから来訪を求める

のですから。ペットを手放さざるを得ない場

サービスエリアなどが多く、そこでペットと

ようにします。動物の年齢、状態、障害の程

合、飼い主の選ぶ道は基本的に次のどちら

現金とが交換されるという次第。話の結末は

度によって差別することはありません─こ

かです ; ひとつは、保健所に連れて行くこと

おわかりでしょう─ペットはどこかに捨て

れは、里親にめぐり合うチャンスがなく、アー

─それは、動物が恐怖におののく仲間と

てしまうか、実験用に売るか……金になる場

クで全生涯を終える動物が多数出るのは覚悟

ともに小部屋に詰め込まれ、悶え苦しみなが

合はブリーダーに持ち込まれることも。儲け

の上だということ。リホーミング（= 保護動

ら「ガス殺」の順番を待つことを意味します。

は、まるまる業者のフトコロに入るのですか

物を新しい飼い主に譲渡すること）の成功率

を誇る施設の中には、年齢、品種、フレンド

駐車場

日々の掃除に使う殺菌剤によって動物が害を

リーかどうか…などの点で里親を見つけやす

スタッフ、及び、来訪者用に相応の駐車スペー

受けないように細心の注意を払うこと。

い動物しか受け入れず差別している所もあり

スを確保すること。

ますが、アークは違います。私どもが目指す

日常の決まった仕事

のは、あくまでも、すべての動物に良い家庭

隣近所

動物に適切な食餌を与え、清潔な飲み水を常

を世話すること。もちろん、その目標達成が

騒音などの苦情を避けるためには人里からあ

時用意しておく。寝具は清潔で乾燥した状態

難しいことは言うまでもありません─日本

る程度離れている方が望ましいが、動物のリ

に保つこと。

人が好むのは、「救出された雑種の成犬 / 猫」

ホーミングを重視するならば、遠すぎるのも

ではなく、
「血統種の子犬 / 猫」なのですから。

利便性に欠ける。

アークで保護する動物はすべて、健康チェッ

獣医師

タッフとボランティアは犬猫と遊んだり、交

クをし、駆虫、血液検査、予防注射を済ませ、

理想を言えば、シェルター敷地内に診療所を

流を深めるように努めること。

もちろん不妊手術を受けさせます。生後 2

設置し、獣医師を常駐させたいが、無理な場

か月以上であれば、子犬 / 猫にも不妊手術を

合、信頼できて良い関係を築いていける医者

被毛の手入れ

施します。さらに、犬にはマイクロチップを

を見つけることが不可欠である。治療費が妥

すべての動物は、必要に応じて被毛の手入れ

埋め込みます。これらを実施するだけの資金

当で、シェルターから近ければ申し分ない。

をする。ダニ、ノミなどの寄生を防ぎ、また、

がない保護施設は、救出活動も里親運動もす

遠くの病院まで動物を運ぶのは、時間と金の

毛がもつれないように注意すること。

べきではありません。早期不妊手術ができる、

無駄である。

運動
すべての動物に毎日運動の機会を与える。ス

監督

けることも大切です。不妊措置をしていない

前述の ABDCH は、英国内の動物福祉協会

適格者が現場に常駐し、定時に─午前 8 時

動物を新しい家庭に譲渡するのは「一歩前進、

の連合体として 1985 年に設立されました。

から午後 4 時までは少なくとも 4 時間おき

十歩後退」するようなもの。新しい飼い主が

その「事業規約」は会員の間で動物飼育水準

に─動物の状態をチェックすべきである。

どれほど強く約束しようと、どんな契約書に

の向上を図るために作られたもの。動物シェ

署名しようと、彼らが誓約を守ると百パーセ

ルターを運営する者、または、設立計画者が、

防疫対策

ント保証できるわけではありません。里親に

できる限り到達目標とすべき基準を示してい

伝染病の蔓延を防ぐために万全の対策を取ら

渡される10 匹の子犬 / 猫のうち、9 匹が不

ます。

なければならない。感染した動物を収容する

妊済みで、1 匹だけが未手術の場合、一見前
進したようでも実は振り出しに戻ったも同然

隔離棟も必要である。中の動物が変わった場
ペットの飼育環境

なのです。

合は、ケージや小屋、寝具、水入れと給餌ボ
ウルなどの消毒を徹底する。
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またはやり方を学ぶ意欲のある獣医師を見つ

飼育動物の住環境は、「預託 / 保護施設の動
物に関する規約（1963 年）
」
（* 注 : 英国の動

食料の保管

物保護法のうち、ペット動物について定める

食餌を準備するエリアは清潔に保ち、害虫、

たガイドラインが示されていますが、それ以

規約の一つ）に規定される必要条件をすべて

ネズミなどを寄せつけないように注意する。

外に私どもが大切だと思う要素がいくつかあ

満たさなければならない。

なま物は冷蔵庫に保管し、また、ドライフー

ります。次にその例を挙げましょう。

ドは安全な容器に入れて、虫、ネズミなどの
寝床

害から守ること。

所在地とアクセス

すべての動物には、心地よく体を横たえられ

食料や必需品を運ぶトラックが通る幹線道路

る、十分な広さの空間、またはベンチを供与

獣医師による健康管理

から近く、また、来訪者が見つけやすい場所

しなければならない。

獣医師は動物の健康に責任を持ち、病気予防

に位置すること。
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ABDCH（英国犬猫ホーム協会）が作成した
「事業規約」にはシェルターに関するすぐれ

について助言をする。
温度

貯蔵

寝場所は、種（例 : イヌ）とか品種（例 : 柴犬）

訓練

動物用食料品だけでなく、シェルターに必要

に合った適温を保てる所に設けること。

トレーニングは、現代的教育法「褒賞強化式

な様々な品物をできる限り十分に備蓄してお
くこと。

訓練」に習熟したスタッフによって実施する。
明かり

体罰は禁止する。

居住場所は、自然光と適度な補助照明によっ
水

て、作業や清掃に適切な明るさを保つこと。

飲料用、シャワーや洗濯に使ったり、また、

安楽死
安楽死の対象になるのは、極端な問題行動が

人間のトイレ用にも大量の水が必要。水道代

通風

あるためリホーミングが望めない場合、不治

節約のため、雨水を集めて貯えるシステムを

寝場所は、すきま風の入らない場所に設ける

の病、または、劣悪な QOL（生活の質）に苦

考えること。

こと。

しむ動物に限られる。実施にあたっては、必

ゴミ処理

清潔さ

ず、承認された薬品を獣医師が注射すること。
シェルターから出る大量の廃棄物（例 : 使用

運動場と廊下を含む全エリアは、清潔な状態

済みの

ネコ砂 、犬のフンなど）は、市が

に保つことで病気を予防し、また、動物が快

一般家庭から回収するゴミの対象にはならな

適に暮らせるように気を配る。すべての排泄

いため、私営の廃棄物処理業者と個別に契約

物や汚物は、最低一日一回は取り除く。居間

を結ぶ必要がある。

の床は、いつも清潔で乾いた状態にしておく。
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"It is not just enough to love animals"
"It is not just enough to love animals" ( Ed Sayres, former Director of the San
Francisco SPCA)

more animals and if we took them all in, ARK would soon degenerate into a hellhole. So how to strike a balance ?

P

We handle each call on a case by case basis. Some that are not in need of
urgent help are put on a waiting list to come to ARK when space becomes
available. We do not discriminate by age, condition or disability, which means we
know a lot of animals may never be rehomed but will live out their lives at ARK.
Some organizations that boast their success in rehoming discriminate by only
taking in the most adoptable animals in terms of age, breed and friendliness
but ARK doesn't do this. Our priority is to find good homes for all our animals,
though this is not easy in a country where people prefer puppies and kittens and
pedigrees to rescued mix-breed adults.

ets everywhere are victims of peoples' irresponsibility; bought without much
thought and abandoned when they become too much trouble or when people
get tired of them. But they can also be victims of circumstances beyond their
owner's control; family problems, divorce, loss of job, bankruptcy, house moving,
death or old age or incapacity of owner, often genuine reasons for giving up a pet.
However in most developed countries there is a safety net in the form of shelters
run by humane organizations, animal groups, or individuals. Animals do not have
to be dumped on the street, they can be handed over to a shelter. Of course it is
the decision of that shelter, according to its space, staffing capacity, economic
situation and policy, what happens to that animal. It is left to the shelter to decide
whether it is put up for adoption, moved to a sanctuary or other facility or put to
sleep. But the fact remains it is not an automatic death sentence, in many cases
the animal gets a second chance in a new home. In fact in Britain, northern
European countries and many parts of America, more and more animals,
regardless of age or disability are being given a second chance.
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In Japan however, the second chance seldom exists because there are no
shelters. When people are faced with having to give up their pet they have
basically two choices; take it to the hokensho where it will face a miserable wait in
a cell packed with equally terrified inmates before being gassed or they can throw
it away on a street, riverside or mountain. Most people choose the latter option
and although they don't witness the fate of their pet, it is invariably miserable;
death from starvation, disease, eaten alive, literally, by ticks and crows, run over
on the road or picked up by the hokensho. The owner may believe their pet meets
some kind person who will take it in and look after it, but in reality this seldom
happens.
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There are also other options which some owners unwittingly take. One is giving
it to a hoarder. The hoarder is a person who 'loves animals' and want to 'save'
every one, who takes in as many animals as they can, cramming them into every
available space until overcrowding and lack of funds reduce their place to a hellhole. There are thousands of these places, throughout Japan, hidden from public
view, flourishing on the desperation of owners wanting to find somewhere to
leave their pet.
More ominous are unscrupulous people who make money from the trade in
unwanted pets. They put out flyers, usually with no address, just a mobile phone
number, offering to take in unwanted pets. When people phone in, a fee for this
service (around ¥30,000) is requested. The exchange takes place usually at a
highway service area, pet and money handed over. You can guess the end of the
story; pet gets dumped somewhere , or sold on to a laboratory or if it's a valuable
animal, sold onto a breeder. Money is pocketed and it doesn't require much
calculation to understand what a nice profitable little business this is.
Even though some of these profiteers have an address, the animals are
warehoused in horrendous conditions and often starved to death. People are
discouraged from visiting sometimes from even seeing the place. And sadly most
owners are so relieved to be rid of 'their problem' they don't even bother to check.
While animal welfare has been around for some years in Japan, most of the
established organizations were pioneered by foreigners. Nowadays more and
more Japanese run groups are emerging and many are thinking of starting
shelters. This is all good news but starting and running a shelter is an enormous
undertaking which should not be taken lightly. Just loving animals is not enough,
we have to be realistic rather than sentimental. We have to consider what we
can handle in terms of our space, our time, our manpower and of course our
money. Animal welfare is not about making money but without it we can't achieve
anything.
In a dream world, given we had a huge amount of disposable cash, we could
make plans to build the ideal shelter but in reality things are never like this. Most
groups struggle on a shoe-string, trying to do their best for as many animals as
they can. ARK started in this way and has had many obstacles to overcome and
many difficulties to reach the situation it is today.
It may help other who are starting shelters to learn of some of the problems we
have faced. Everyday we are inundated with phone calls asking us to take in
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All animals coming to ARK are health-checked, de-wormed, blood-tested,
vaccinated, and of course neutered. Neutering includes puppies and kittens from
two months up. Dogs are also micro-chipped. Any organization that doesn't have
funds for this shouldn't be rescuing and rehoming. It is also important to find a
veterinarian who can perform or is willing to learn how to perform early neutering.
Letting an animal go to a new home un-neutered, is like taking one step forward
and ten steps back. However much new owners promise, whatever contract they
sign, you will never get 100% fulfilling their promise. For every 10 puppies or
kittens adopted out, even if nine get neutered and one doesn't, you are back to
square one in term of progress.
A Code of Practice as prepared by the Association of British Dogs and Cats
Homes *(see below) provides some excellent guidelines for shelters but we have
found other factors to be important.
Access and Location - good road access for trucks carrying food and supplies as
well as s place that is easy to find for visitors.
Storage - you can never have enough of this not only for animal food but for a lot
of other items needed in a shelter.
Water- a large amount of water is need for drinking, washing, laundry, as well
as toilets for people. A system for collecting rainwater should be considered to
reduce water costs.
Waste Disposal- the average city garbage collection for household waste will not
accept the large amount of waste from a shelter (cat litter, dog feces etc:) we
need a contract with a private waste disposal company
Parking- adequate parking space must be considered for cars belonging to staff
and visitors.
Neighbours- a location far enough away from neighbours is ideal if one is to avoid
complaints about noise etc: However if your priority is on rehoming animals,
somewhere too far out is not practical either.
Veterinarians - ideally it is best to have a clinic at the shelter with a vet on site
but failing this, it is vital to find a veterinarian(s) who you can trust, who you can
develop a good relationship with and who does not over-charge, and who is
located not too far away. Driving long distances to a veterinary hospital costs time
and money.
* The Association of British Dogs and Cats Homes was formed in 1985 to unite
animal welfare societies throughout the United Kingdom. Its 'Code of Practice'
aims to raise standards of care among its members. It sets standards that those
operating an animal shelter or planning to operate one, should, as far as possible,
aim to achieve.
Animal Housing
All animal housing must meet the requirements laid down in the Animal Boarding
Act 1963
Bedding
All animals must be provided with a bedding area or bench large and suitable
enough to allow the animal to lie comfortably.
Temperature
The sleeping accomodation must be capable of being maintained at an ambient

temperature appropriate for species and breed.
Lighting
The accomodation must be adequately lit, by natural daylight with adequate
supplementary lighting to allow proper working and cleaning.
Ventilation
A draught-free atmosphere must be maintained in sleeping quarters.
Cleanliness
All areas including runs and corridors must be maintained to a state of
cleanliness conducive to maintenance of disease control and animal comfort. All
excreta and soiled material must be removed at least once a day. The floors of
the living area must be clean and dry. Care must be taken to protect animals from
disenfectant poisoning associated with cleaning routines.
Routines
Animals must be supplied with suitable food and clean drinking water must be
available at all times. Bedding material should be maintained in a clean dry state.

Grooming
All animals must be groomed when necessary. They should be free of parasitic
infestation and their coats should be free of mats.

Disease Control
All reasonable precautions should be taken to prevent and control the spread
of infectious diseases. Isolation facilities should be provided for animals with
infections. There should be routine disinfecting of cages, kennels, bedding, water
and feed bowls when there is a change of occupation. The food preparation
area should be kept clean and vermin-free. Perishable food should be kept in
refridgerators while dry food must be kept in vermin-proof containers.
Veterinary Care
A veterinary surgeon should be responsible for the health of animals and should
advise on prevention of disease.
Training of Animals
Any training should be carried out by staff who have been trained in modern,
positive reinforcement training techniques. The use of physical punishment is not
acceptable.
Euthanasia
Euthanasia should only be recommended if extreme behavioural problems exist
making rehoming impossible or if an animal is suffering from incurable illness
or lacks QOL (quality of life). It is essential this be carried out by a veterinary
surgeon using an approved injection.

What age do I neuter/spay my pet?

Fo r y e a r s , ve t e r i n a r i a n s h a ve b e e n
telling clients that they should wait until
their animal are 6-12 months old before
sterilizing them. Why 6-12 Months? Several
factors have been cited for this arbitrary
age of ster ilization. They include the
unscientific belief that there is some benefit
to maturation prior to neutering, our limited
anesthesia and anesthetic protocols for
immature animals and most significantly
because it has a tradition in veterinary
medicine.
If one accepts neutering (castration of
males / spaying of females) as a form of
population control, as a form of increasing
health and good behavior, and as a form
of extending the life of our pets, then the
question becomes what optimum age
should we perform surgery. At what age
can one get the maximum benefit with least
amount of risk to our companion animals?
What scientific or anecdotal based data do we have to suggest something
other than a 6-12 month neutering range? Certainly, the first pioneers in early
age sterilization (animals less than 4 months) were motivated to make a
difference in pet overpopulation and in decrease the huge euthanasia rate in
our country. This early age neutering sparked a storm of controversy, because in
veterinary medicine the mantra is 'We fear change.' Because of this controversy,
many studies were undertaken to more fully evaluate the effects of early age
sterilization in dogs and cats. In the last 10-15 years, the following findings have
emerged concerning prepubertal neutering.

1. Animals neutered prior to a full maturity live longer on the average- dogs live
3 years longer and cats live 3-5 years longer
2. There is a sharp decrease in certain cancers, particularly mammary cancer.
3. Prostatitis, perianal tumors, testicular cancer, perianal bernias, ovarian cyst,
ovarian and uterine tumors and pyometras are examples of common medical
problems impacted by neutering,
4. There are anesthetic agents and anesthetic protocols that are well documented
for animals as young as 6-8 weeks.
5. Young animals recover much faster from surgery due to higher metabolic rates,
less bleeding during surgery, and shorter overall surgical time.
6. There is even growing evidence that early age neutering has positive effects on
socialization and behavior in many animals.
7. One clear physiological fact that has emerged is these animals tend to have
slightly increased skeletal bone growth (taller) and stay leaner longer that their
adult counterparts neutered at an older age.
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Dr.Jeff Young from Colorado, the founder of PPI (Planned Pethood International)
has personally sterilized over 130,000 companion animals. He has also trained
over 50 veterinarians in safe, efficient sterilization techniques. He has worked
in Slovakia, Hungary, Turkey, Mexico, China, Panama, India and on numerous
Native American Reservations. He was one of the speakers at the recent ICAW
Conference in Croatia. (see next page)

Dr.Jeff Young
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Exercise
All animals should have access to exercise on a daily basis. Staff and volunteers
should be encouraged to play and interact with cats and dogs.

Supervision
There must also be a competent person resident on site and animals should be
checked at regular intervals i.e less than every four hours between 8am and 4pm.

Having started prepubertal neutering in 1990, I have been on the cutting edge
of this development in veterinary medicine. I speak about and teach spay and
neuter techniques national and internationally and would be considered an expert
on prepubertal sterilization by any standard. To date I have personally sterilized
over 130,000 dogs and cats, which include about 25,000 early age sterilizations.
Under the right set of circumstances I will do surgery on 3-4 weeks old animals.
I certainly would consider and 8-10 week old animal a very routine surgery, but
I prefer the animals to be 8-16 weeks of age. The advantage to 8-16 week old
animals usually have some vaccinations, (better immunity) are in better body
condition and can still get all the benefits of early age sterilization. It is becoming
more important to Humane Organizations to sterilize all adoption animals prior
to placing them thus 6-8 weeks tends to be the norm under shelter conditions.
More veterinarians and humane groups are going to early age neutering because
it is a clear win/ win situation for all parties involved. In an effort to stem the
growing overpopulation problem in dogs and cats, the AVMA now fully supports
prepubertal (8-12 weeks) neutering in our companion animal friends.
I strongly recommend all pet owners to sterilize their companion animals between
12-16 weeks of age and believe it is unethical for any humane organization to
adopt prior to sterilization.
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第 7 回国際コンパニオンアニマル福祉会議─ドゥブロブニクからの報告
うことになるわけです。

たちは、飼い猫はもちろんのこと、犬にも不妊手術
を受けさせないのが普通ですが、今後は彼らの意識

町中にいる犬たちの中には、本場のダルメシアンも

も変わっていくことでしょう。

見られるものの、大半は混血の狩猟犬で、飼い主と

第7回国際コンパニオンアニマル福祉会議

ともに、または単独で、自由に駆けまわっています。

オーストリアに拠点をおく「フィアフォーテン」
（四

ほとんどの犬がオフリードですが、誰も気にする様

つ足）
という組織が、獣医師とアシスタントのチーム、

子はありません。一方猫の方は、至る所に住みつき、

それに、移動クリニックを伴なって来ていましたが、

レストランから出る残り物の魚を餌に増殖していま

国際会議に合わせて 2 か月間の不妊手術キャンペー

す─特に、観光シーズンの夏場はよく目につきま

ンを実施中とのこと。彼らの目的は、自治体当局と

す。冬は彼らの暮らしも楽ではないと思われます。

協力して、野良犬の殺処分をやめさせること、それ

これらの猫は、特定の主人を持たないまま、人々か

に、不妊手術計画を長期的に継続しようとする地

ら餌をもらい、広く受け入れられています。従って、

元の獣医師たちに研修の機会を提供することです。

その多くは人によく馴れています。クロアチアの人

フィアフォーテンは、女性獣医師 2 名と助手 3 名、
犬猫捕獲係 2 名、それに地元のボランティアたちか

（ICAWC）は、10 月にクロアチアのドゥブロブニ

ら成る若手チームを形成し、1 週間で数百頭の動物

クで開催されました ─アドリア海沿岸、ダルマ

に不妊手術を実施しました。彼らの活動は、東欧全

チア地方に位置する美しい城壁都市です。会の運

体に拡大され、遠くエジプト、スリランカにまでも

営にあたったのは、英国の Dogs Trust（ドッグズ

及んでいます。資金はすべて寄付金でまかなわれ、

トラスト）、及び、 North Shore Animal League

診療代は無料とのこと。
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International（ノースショア国際動物連盟）が派遣
した有能なチームで、世界中から集ったスピーカー

すべての動物は健康診断、駆虫とノミ対策、予防注

と代表者たちを魅了しました。クロアチアといえば、

射、それに不妊手術を受けますが、必要に応じて

ほんの10 年前までは戦争で荒廃していたものの、

さらに治療を施される場合もあります。麻酔は（ガ

復興を遂げた今、数年後の EU（欧州連合）加盟を目

スではなく）注射により、手術後最低一日は 入院

指しており、実現すれば「EU 動物福祉規約」に従

を続けて回復を待ち、その後、捕獲された元の場所

7th ICAW Conference held in Dubrovnik,Croatia
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D

ubrovnik,the

tame. Croatians seldom neuter their own dogs, let alone the cats. All this is

magnificant walled

about to change.

coast of Croatia,

An Austrian-based organization called Vier Pfoten (Four Paws) had brought

was the setting for

a team of veterinarians and assistants with a mobile clinic to Croatia for

the 7th Inter national

a two month's neutering campaign to coincide with the Conference. Their

Companion Animal

aim is to work with local authorities to stop the killing of stray animals and

We l fa r e C o n fe r e n c e

to provide training for local veterinarians who will continue the sterilization

(ICAWC) in October.

programme on a long-term basis. Vier Pfoten, with its young team of two

Organized by the hard-

women veterinarians, three assistants, two cat/dog catchers and local

working team from

volunteers, neuter several hundred animals a week. Their activities extend

Britain's Dogs Trust and

throughout Eastern Europe and to places as far away as Egypt and Sri

Nor th Shore Animal

Lanka. They are funded entirely by donations and their services are free.

city on the Dalmatian

League International, it
attracted speakers and

All animals are examined, de-wormed, de-flead, vaccinated and neutered

delegates from around

as well as given additional medical treatment when necessary. They are

the globe. Croatia,

anaethetized by injection ( no gas) and after the operation are held for at

which only a decade

least a day to recover, before being released back into the same place they

ago was being tor n

were caught. Dogs are registered, tattooed and given a collar marked VIER

apar t by war, is due

PFOTEN so that people know they have been sterilized and are rabies-free.

to become a member
state of the EU in the

It is amazing, if we compare, on one hand, the excessive dependence on

near future and as such

complex and elaborate equipment found in Japanese animal hospitals, with

will have to confor m

the minimum basic equipment used by Vier Pfoten veterinarians. Also how

to EU Animal Welfare

quickly and efficiently these young vets neuter so many animals each day

regulations.

using one simple table inside a standard-sized van parked on a street in
full view of passers-by. Vier Pfoten believes that killing animals never has

Dogs, mostly hunting

nor will solve the problem of over-population and that the only effective way

cross-breeds, with some real Dalmatians among them, trot freely around

to prevent suffering and to reduce numbers is to provide a free, safe, high

Croatian towns, with or without their owners. Few people leash their

volume, speedy neutering service.

dogs but nobody seems bothered by this. Cats, on the other hand, are
everywhere, proliferating on the seafood scraps provided by restaurants,

www.vier-pfoten.org

especially during the summer tourist season. One suspects they don't fare
so well in the winter. While no one admits to owning these cats, people feed
and generally accept them which means that most of the cats are quite
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Elizabeth Oliver

の基本的な用具しか使わないのは、実に驚異的で

ないこと。そして、動物の苦しみを防ぎ、数を減少

ズミ

をし、「フィアフォーテン」と記した首輪を

す。これらの若い獣医師が、毎日、どんなに手早く

させる有効的方法は「安全に、大量に、素早く」不

つけます─それによって、不妊手術を済ませ狂犬

能率的に多数の動物に不妊手術を施すことか ─ 手

妊手術を無料で提供するしかないことを。彼らの行

病の心配がない犬であることが人々にわかるという

術台 は路上に停めた標準サイズのワゴン車の中の

動は、その固い信念に基いているのです。

わけです。

簡単なテーブル 1 個、しかも通行人からまる見えと

（エリザベス・オリバー）

いう状態です。フィアフォーテンは確信しています
複雑で、精巧な装備に頼りすぎる日本の動物病院と

─動物を殺処分することでペットの過剰繁殖を抑

*Vier Pfoten のホームページ

は対照的に、フィアフォーテンの獣医師が最少限度

制できなかったし、今後も決して問題解決にはなら

http://www.vier-pfoten.org/

ペット不妊手術の 適齢期 は？

ジェフ・ヤング獣医師

ペットの去勢 / 避妊手術は、生後 6 〜12 か月まで

〜 3 年、猫の場合は 3 〜 5 年、長生きする。

ペットも扱うものの、個人的には、8 〜16 週齢の

待ちなさい─長年、獣医師は飼い主にそう説明し

2. 不妊手術により、ある種の癌、特に乳癌の発生

動物の方が望ましいと考えます。彼らの良いところ

てきました。でも、なぜ 6〜12 か月なのでしょう

を著しく減少させる。

は、数種類の予防注射をすでに済ませていて、
（免疫

か？ この独断的な 不妊手術適齢期 説が広まった

力を備えているために）体調も良く、それでいて早
3. 不妊手術の影響を受ける病気の例として、前立腺

期不妊手術のあらゆる恩恵を受けられることです。

良いという非科学的な思い込み、若齢動物用の麻酔

/ 肛門周辺の腫瘍、睾丸の癌、卵巣嚢胞、卵巣 / 子

保護施設の動物については、里親に譲渡する前に必

薬 / プロトコル（臨床実験例）が乏しいこと、そし

宮腫瘍、子宮蓄膿症などが挙げられる。

ず不妊手術を済ませておくべきであるという考えが

て何よりも、それが獣医学における慣例だから…な

普及したため、シェルターとしては、6 〜 8 週齢
4. 生後 6〜8 週齢の動物向けに有効性が十分に立証

での手術を標準化する傾向にあります。以前にも増

された数種の麻酔薬 / プロトコルがある。

して、より多くの獣医師と動物保護施設が早期不妊

不妊手術（オスの場合は去勢、メスは卵巣・子宮摘出）

を目指すのは、それが最善の策であり、関係する当

を、個体数コントロールのため、動物の健康、及び

5. 若齢動物は、新陳代謝率が高いため回復力が早く、

事者すべてに利益をもたらすからです。ますます深

良い行動を促進するため、さらにはペットの寿命を

手術中の出血量も少ないし、手術時間も短くて済む。

刻化する犬猫の過剰繁殖問題を抑制しようと、今や

延ばすための方法として認めるなら、次には、いつ
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背景には、不妊手術は成熟した動物に実施する方が

どの要因が考えられます。
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に放されます。犬の場合は、登録と ID 用の イレ

AVMA（米国獣医学会）はペットの思春期前（8 〜

手術をすべきかが問題になります。愛するペットに

6. 早期不妊手術は、多くの場合、動物の社会化と

最少のリスクで最大の効果を上げられる時期はいつ

行動に良い効果を及ぼすことが、次第に証明される

なのか。どんな科学的な、または、耳を傾けるに足

に至っている。

る証拠を提示すれば、生後6〜12 か月が最適では

12 週齢）不妊手術を全面的に支持しています。
飼い主の皆様に強く求めます ─ 愛犬 / 猫が12
〜 16 週齢の間に、必ず不妊手術を受けさせて下さ

ないと説得できるでしょうか。確かに、
（4 か月未

7. 明らかな生理学上の事実として、早期不妊手術

い。シェルター関係者は、不妊していない動物を里

満の動物に対する）早期不妊手術を唱えた先駆者た

をした動物は骨格の成長が著しく（すなわち、背が

親に譲渡するのは非倫理的行為であると認識すべき

ちは、わが国のペット数過剰問題の改善、及び安楽

高い）、遅い時期に手術をした成犬 / 猫に比べてや

です。

死件数の減少に貢献したいと考えました。彼らの「早

せ型になる傾向が見られる。

期不妊手術説」は、何よりも「変化をいやがる」の

* この論文の筆者、ジェフ・ヤング獣医師は米国コ

が常識の獣医学界にあって大変な議論を巻き起こし

1990 年に思春期前不妊手術を始めて以来、私は、

ロラド州出身。PPI（国際ペット避妊計画協会）の創

ました。この論争をきっかけに、犬猫に対する早期

獣医学におけるこの新分野の最先端を歩んできまし

設者であり、13万頭以上のペットに不妊手術を実

不妊手術の有効性をいっそう確かなものにすべく、

た。去勢 / 避妊の外科技術について国の内外で話し

施。また、50 人を超える獣医師に安全で、効率的

様々な研究が進められたのです。以下に述べるのは、

たり、教えてきた経験から、思春期前不妊手術に熟

な不妊手術テクニックを教える。スロバキア、ハン

ここ10 〜15 年間に明らかになった「思春期前不妊

達した専門家と認められています。私は今まで、個

ガリー、トルコ、メキシコ、中国、パナマ、インド

手術」に関する研究結果です。

人的に 13万頭以上の犬猫に不妊手術を実施してき

などの諸外国、また、多くの北米先住民保留地にも

ましたが、その中の約 2 万 5千頭が早期不妊にあた

出かけ、精力的に活動する。最近クロアチアで開催

1. 完全な成熟期に達する以前に不妊手術を受けた

ります。今後、適切な条件が整えば、3 〜4 週齢の

された ICAWC（国際コンパニオンアニマル福祉会

動物は、そうでないものに比べ、平均して、犬は 1

動物も手術したいと思っています。8 〜10 週齢の

議）ではスピーカーをつとめた。
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アテネ（あてね）

Athene

江戸川区のこの辺りは、犬を飼っているご家庭がとても多く、
河川敷の散歩では何十頭という散歩組と出逢うのです。これら
の方々の飼い犬との交流からあてねが情報収集や自分の住む街
という認識の役に立てばと、少し遠いですが散歩コースを設定
しました。あてねに出来た二人のお姉ちゃんはあてねの為に「あ
てね音頭」なるものを作り、毎日あてねと遊んでいます。あて
ねは笑って応えています。私たちがお預かりした、かけがえの
ない いのち を大切に、一緒に幸せになりたいと思います。

A VOICE FOR ANIMALS

There are many people with dogs around Edogawa-ku. We choose a
walking course hoping that we and Athene can meet other dogs and collect
information about this area. Our two children have composed a song that is
called 'song for Athene'. When they sing it every day in front of Athene, she
smiles.

カフィー

Caffy
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東京に七月に来て早いもので二ケ月となりました。毎日六本木
のマンションと我々夫婦の勤務先赤坂を往復しての生活です。
途中神社の境内に寄り、土と草のにほいをかぎ、お手洗いを済
ましての出勤です。
It's been two months since I came to Tokyo. Every day I go to my new
parent's work place with them. Every morning I stop at the Shinto shrine to
have a pee and poo.

カックー & ブラックバード

Cuckoo & Blackbird

二人の子供達がわが家に来てか
ら、生活が大きく変わりました。
成犬とは勝手が違い戸惑うこと
も多く、こんなに大変だったか
しら、、、と思いました。それで
もアークから彼らを預かったこ
とが正しい選択であったことを
確認する毎日です。
Since these two little children came to
live with us, our life style has changed
a lot. Raising puppies is really tough
work. But we are sure that we made
the right choice.
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メーガン & トラッフル

ピント（元さん）

Pinto (Gen)
二年前の八月に子犬をい
ただきました。毎日楽し
く暮らしております。こ
んなに大きくなりまし
た。名前は元気の「元さ
ん」と付けました。
I received a little puppy two
years ago. We are definitely

Puppy Pinto 子犬のピント

having fun with him. We
named him “Gen san” from
“Genki”.

ダナ（ケンシロウ）

Reynard (Gon)

わが 家に 来 ておと

A VOICE FOR ANIMALS

Dana (Kenshiro)

レナード（ゴン）
なしかった の は 二
時 間 の み。 とて も
やんちゃで 甘 え ん
ぼうになりました。
とりわけ 主 人 に 甘
えてピッタリくっつ
いています。
When he came to
our house, he was
reser ved for about
two hours but soon
affectionate little
doggy. He especially
he loves my husband.

怖がりで甘えたでちょっと我儘な犬になりま
した。大きくなったケンの写真です！
He's a bit scared of people but a very affectionate
dog.

Megan &Truffle (below)
トラは初めの 1 〜 2 日間は突然の変化に戸惑い、
か細く遠ぼえをしたりずっと人の後をくっついて回

NOTE: Both
Reynard and
Roxana together
with their two
sons , were
abandon by the
same cruel owner.
メモ : このレナード
とログ ザ ナ は子ど
も 二 匹と 共 に、 世

る様な感じでした。落着いて来たのはやはり 1 週間

話 を 放 棄したあ る

くらいたった頃でしょう。散歩は未だにひとりで歩

飼 主の所 から保 護

くと怖がり度が増すみたいて、広い道へ出て怖くな

ログザナ（舞） Roxana(Mai)
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he became an

されてきました。

ると伏せの状態になって抱っこをせがみます。
メーガンは慣れるのが早かったです。1 週間経った
今、もうすっかり我が物顔をしてあちこちでくつろ
いでいます。ごはんもお散歩も問題なしです。

朝晩 40 分位散歩に行きますが、食が細い犬です。ササミ、キャベツ、お米
という感じで食べています。時々ドッグフードをバリバリと食べますが 10 粒

二匹の関係はトラの方がちょっとお姉さんぶってる

ぐらいです。手のかかる犬 舞

感じです。じゃれあいではいつもトラが勝ってしま

して心が痛みます。

ですが、アークへ来る前の生活が見えかくれ

います。対するメーガンはおっとりしてるのか、我
慢強いのか、あまり気にしてない様子です。本当に
この子達が保健所へ連れて行かれる事なくアークで
お世話になる事ができ、そして私たちが出会う機会
がもたらされた事を感謝しています。

We take her to work every day. She is not interested in eating. We try to feed her boiled
chicken, cabbage, and rice, and sometimes she eats dry dog food, but only about ten
pieces. She is a high-maintenance child, but we really love her. We feel she has had a
sad past which makes us feel sorry for her.
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どこまでも走れ、モナミ！
に禿げており、劣悪な環境で育てられたと想

りさん達のモナミを想う熱い思いに後押しさ

像します。「放っておいたら直ぐに死んでし

れ、アークでの引き取りを決心しました。決

まう」獣医はそう言いました。そして出した

してアークに押し付けてそれでおしまいにす

3 つの選択肢は、

る、そんな方達で無い事は明らかでした。

①飼い主が見つかる希望
②保護をして面倒をみる

いよいよモナミがアークへやって来ました。

③天国へ行かせる

モナミのこの真っ黒な澄んだ瞳は今まで一体

保護主さんはこの子をモナミと名付け、背骨

何を見て来たのだろうか ? おそらくモナミを

の手術を選択しました。モナミの黒い瞳がそ

見たスタッフ皆が感じたことでしょう。当の

うさせたのでしょう。こうして彼は一命を取

モナミは始めはまだ人間が怖かったのか、少

りとめましたがやはり下半身は動かず、それ

し警戒していました。徐々にスタッフの皆と

どころか感覚さえありませんでした。

打ち解け、一日 3 回の散歩と 2 回の食事を
とても楽しみにするようになりました。もち

A VOICE FOR ANIMALS

2005 年 4 月 26 日、千葉県印旛沼の林道で、

いよいよモナミがモナミとして、犬らしい生

ろん散歩と言ってもモナミ一人では歩けませ

大雨の中、この子は保護されました。警察署、

活ができる場所探しが始まりました。考え得

ん。腰にタオルをまき、持ち上げての散歩で

保健所、千葉動物保護センター全てに連絡を

る限りの手を尽して里親さん探しを行われま

す。おしっこも圧迫排尿で行ないました。コ

しましたが飼い主からは何の届けも出ていな

したが中々難しかったようです。それもその

ツさえ掴めば、殆どのスタッフに出来ました。

かったそうです。

はず、半身不随のワンちゃんの介護はとても

そしてなんと、モナミの事を知ったある方が

どしゃぶり雨の中、黒いつぶらな瞳だけが通

大変です。当然自力で動く事は出来ませんし、

モナミの為に車椅子を設えてくださいまし

り過ぎる車を追っていたと言います。誰かに

ウンチは垂れ流し、おしっこは自分ではでき

た。多くの方がモナミをサポートしてくださ

すがるような目でした。「動けないの ? あの

ません。人間による圧迫排尿叉はカテーテル

りました。この感謝は言葉だけでは言い尽く

ワンコ ?」保護主さんの頭からはその時の目

が必要です。手もかかればお金もかかります。

せませんが、皆様、本当に有難うございまし

がはなれず、引き返し保護となりました。弱っ

そんな中、アークへ相談がありました。私達

た。この場を借りて、お礼を申し上げます。

ていたこの子を獣医さんに診せたところ、な

にも即答はできませんでした。スタッフの数

んと背骨がぽきっとまっぷたつに折れていま

は限られているのに、動物の数は増える一

そしてこの度、モナミには晴れて里親さんが

した。「たとえ生きても下半身は動かないか

方。果たしてモナミの一生の介護が我々に出

見つかったのです。モナミの一生を約束して

もしれない、こんなひどい骨の折れ方を見た

来るだろうか ? きっと里親は見つからないだ

くださいました。

ことがない」との事。内臓は全て綺麗でした。

ろう、、、そう思いました。しかし、モナミの

次頁に、モナミの新しいご家族からのお手紙

おそらく虐待でしょう。首のまわりはきれい

保護主さんやそのご友人、モナミの一時預か

を掲載させていただきます。
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Keep Running Mon Amie, and Good Luck!

O

n the 26th April, 2005, a dog was rescued in heavy rain, on a forest

he needed a ureteral catheter or expression by hand. It would surely cost the

road in Inbanuma, Chiba Prefecture. The rescuer, called the police, the

owner quite a lot of money and trouble. Meanwhile, ARK had a call from Miss A

local hokenjo, and the prefectural animal centre, but couldn't find who the dog

about Mon Amie's future. We could not give an immediate answer, wondering

belonged to. Miss A saw the dog lying in the pouring rain, gazing at passing

if we would be able to take good care of him throughout his life, with limited

cars with its wide eyes. As she passed by, she was strongly impressed by its

staff, in addition to caring for the hundreds of other animals at ARK. There was

“appealing” stare. She thought the animal might be unable to move so she

little chance of finding a good home for him, we thought. But we were moved by

turned round and drove back to the place.

Miss A's love for Mon Amie, and made a decision to accept him. We believed
that Miss A and her friends who had been taking care of Mon Amie were not

Thus the poor dog was rescued and rushed to a clinic. After examination,

irresponsible people trying to evade responsibility, but genuine dog lovers.

Miss A was told that the dog's spinal cord had been broken in half. “Even if it
survives,” the vet said, “its lower half may stay paralyzed.” Luckily, however,

At last Mon Amie came to ARK. Everyone who welcomed him must have

it had no problems with vital organs. The fact that there was virtually no hair

wondered what Mon Amie had seen in his past with his big dark eyes. For

around its neck showed that the dog had been kept in miserable circumstances

the first few days, he looked a little scared. But gradually he became friendly

and abused. The vet said it would soon die if left untreated.

and came to enjoy three walks and two meals every day. We wrapped a towel
around his waist and helped him walk by holding the towel. As for urination,

So, three different scenarios were possible:

we pressed his bladder, which was not so difficult for most of us to do once we
got the knack of it. And then, to our great joy, a wonderful present was given to

1.To locate the dog's owner

Mon Amie; someone who had heard about him made a wheelchair for him ! A

2. To find someone would take in the dog and look after it

great many people have been concerned about Mon Amie and supported him.

3. To put the dog to sleep.

We are most grateful to everyone for showing so much kindness to him.

Miss A named the dog Mon Amie and chose a surgical operation on his spinal

Now, we are very happy to announce that Mon Amie has found a loving home !

column. Enduring two operations, the dog managed to escape death, but the

The family have promised us that they will look after him to the very end of his

lower half of his body remained totally paralyzed.

life.

Then Miss A made every effort to find a home for Mon Amie where he could

(On the opposite page is a letter from Mon Amie's new family.)

live happily. Of course, it was difficult to find an adopter for a partially paralyzed
dog unable to move about. He was not able to pee by himself, which meant
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モナミとの出会い

Before and after

市川

洋子

調べているうちにモナミがアークで生活して

れを機会に病気の子達にも同じように里親が

いる事を知りました。

決まるようになればと願っています。ちょっ

次の日にはアークに私が直接電話を入れまし

とした介助をすれば、道具を使えば、病気と

た。アークのスタッフさんが「モナミの里親

うまくつき合えば、その子のペースに少し合

ですか？」と少し驚かれていたので私が考え

わせれば、普通に毎日を過ごせます。

ている程、障害を持つ犬の里親になる人は少

モナミが我が家に来て一週間。すっかり家族

ないのだと改めて感じたのを今でも覚えてい

の一員です。先住のダックス二匹とも慣れ、

ます。

娘の良いパートナーになっています。そして

「なぜモナミでなければならなかったの

私の可愛い子供です。これからモナミ目を通

か、、、
？」不思議に思う方もいるかもしれま

して色々なものを学んでいきたいと思ってい

せん。我が家の五才の娘は、日本では三人し

ます。

かいない難病です。生まれて一人で歩いた経

最後にモナミの命を救ってくれた保護主さ

験は一度もありません。肢体不自由児です。

ん、モナミを心より可愛がってくれたアーク

言葉も理解は出来ても、うまく伝える事が出

の皆様、モナミとの出会いを作って頂き本当

来ず手話を使います。犬だから障害があれば

に感謝申し上げます。

幸せになるのは難しいのでしょうか？正直、
達家族とモナミの出会いは、福岡では、

娘とモナミは似たような障害を持っているの

人間の身勝手により不幸になる動物が一匹で

まだまだ暑い九月の下旬でした。私の

で、娘を想う感覚と同じになったのかもしれ

も少なくなりますように、心から願っていま

母が三匹の猫を保護しましたのでインター

ませんが、娘にとってもモナミは希望になっ

す。そして幸せな子達が増えますように。。。

ネットでの里親探しを始めました。我が家に

てくれると直感した

は二匹のダックスがいる事もあって、つい犬

事、私自身もモナミか

の里親探しのコーナーも目を通していると

ら生きる事について勉
強 し た い と 思 っ た 事、
保護してもらい安楽死

ても忘れられずに、里親募集していた当時の

を逃がれアークに辿り

保護主さんに直接メールを入れたのがモナミ

着いたなら最後まで幸

との出会いの始まりです。当時モナミはアー

せになって欲しいと心

クにいたのですが私は知らずに保護主さんに

から思った事。すでに

「モナミの里親になりたいのですが、、、」と申

モナミが我が家に来る

し出ていました。返事を待つ間、里親になる

前からモナミより与え

前にモナミとの生活について、車イス、障害

られているものが多い

を持つ犬との生活についてインターネットで

事に気付きました。こ

Meeting with Mon Amie

Yoko Ichikawa

O

ur family first encountered Mon Amie in late September, when it was still a

Should being disabled mean you can' t find happiness if you' re a dog? Should

full-blown Indian summer here in Fukuoka. My mother had picked up three

disabled dogs be immediate candidates for euthanasia? To be honest, my

stray cats, so I started looking for homes for them over the Internet. Being a

feelings for Mon Amie may have come from the fact that he and my daughter

dog lover with two dachshunds of my own, I found myself glancing through dog

have similar disabilities. But I sensed right away that he could offer hope to

rehome pages as well. That was how I came across a listing entitled “Seeking a

my daughter, and that I myself would learn a great deal from Mon Amie about

home for paraplegic Mon Amie,” accompanied by a photo of a dog with the most

what life truly means. Also, I felt that since he had had the good fortune of being

beautiful black eyes. I simply couldn' t get those eyes out of my mind, so after a

rescued, escaping euthanasia and coming to ARK, he should be given the

few days I sent an email to the person who' d rescued Mon Amie and put out the

opportunity of living his life out in safety and comfort to the end. And so it was

listing I' d seen. This was the beginning of our encounter with Mon Amie.

that I realized how much Mon Amie had already given me, even before joining
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下半身不随のモナミ君里親募集 と掲示して
あり、この子の黒いキレイな瞳が、何日たっ
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私

our family. I hope that, upon reading this, people will think about opening their
Mon Amie was living at ARK at the time, but I didn't know that. While waiting for

homes to all the sick, elderly and disabled dogs at ARK and elsewhere. Simply by

an answer to my email, I started searching the Internet for information about

offering a little assistance to them, using the necessary tools and aids, learning to

living with a paraplegic dog. I wanted to be ready to meet his special needs,

live with their condition, and adjusting yourself to their pace, you can live a normal

and was looking into wheelchairs for dogs and other such information when I

life together.

discovered through my browsing that Mon Amie was at ARK. I called ARK the
next day. The staff member who answered the phone sounded a little surprised

Mon Amie has now been with us for a week, and is already a full-fledged member

as she said, “You want to adopt Mon Amie?” It made me realize how few people

of our family. He has made friends with our two dachshunds, become a wonderful

must offer homes to dogs with disabilities.

partner for our daughter, and a beloved child to me. I hope to look at the world
through Mon Amie's eyes and learn all kinds of things.

I suppose people might wonder why it had to be Mon Amie. Our five yearold daughter has a disease so rare that only three people in Japan have been

I am so grateful to the person who rescued Mon Amie, and to everyone at ARK

diagnosed with it. She has never once walked by herself since the day she was

who treated him so kindly and lovingly, for making possible our encounter with

born. Not only is she physically disabled, but while she can understand what

this special dog. I wish from the bottom of my heart that fewer animals will have

people say to her, she has trouble expressing herself verbally and uses sign

to suffer because of human selfishness and indifference, and that more and more

language.

will be able to find love and happiness...
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ARK Reunion Party 2005

2005 年アーク同窓会

21

11 月 6 日、21 家

family groups with over

族とアークから里親に出た 40

40 dogs adopted from ARK,

頭以上の犬が、淡路島にあるプチホ

came to ARK's reunion party at the

テル「ハナ＆キッス」に一同に会しまし

Hana and Kiss Hotel on Awaji Island

た。当日はあいにくの天候の為、多くの催

on November 6th. Despite the rain which

し物を室内で行わざるを得ませんでしたが、

meant many events had to be held inside, the

午後には太陽が顔を出し、広いドッグランで犬

sun did come out briefly so everyone could

を走り回らせたり、遊ばせたりすることがで

enjoy letting their dogs romp and play in the

きました。ア−クに場所をご提供頂き、雨に

spacious dogland. Our thanks to Mr & Mrs
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濡れて楽しそうな犬たちがホテル内へ入

Marui who let us use their facilities and

ることをご快諾いただいたホテルオー

who had to put up with so many

ナーの丸井様には、心より感謝

happy wet dogs inside the

申し上げます。

hotel.
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Conclusion of Shiga Breeders Case
滋賀ブリーダーの件 : 結果報告
The Shiga breeder (Hiromichi

滋賀県のブリーダー（宮田広道とそ

Miyata and his wife Kazumi)

9 月に 3 日間の日程で大

の妻一美）は、29 頭の犬を餓死させ

have been fined ¥200,000 each,

阪市中央公会堂にて行わ

(US$ 2000) for letting 29 dogs

た罪で、動物の愛護及び管理に関す

れた、
「犬と猫のためのイ
ARK supporters and members

ヌ・ ネ コ 展 」に は 大 変 多
くの方にご来場頂きまし

starve to death under the Law
for Animal Protection and Care
(Section 27 and 60) as well as

第 60 条）
、及び、狂犬病予防法違反
により、各 20 万円の罰金を課せら

under the Rabies Prevention

れました。彼らがこの罰金を支払わ

Law. If they cannot pay the whole

¥474,000、 ア ー ク グ ッ

ない場合、5 千円を 1 日に換算した

fine they are detained in prison

ズの販売およびご寄付によ

期間、労役場に留置されます。

to work for an equivalent number

り ¥119,000 もの収益を

of days (at ¥5000/day) to make

こ の 罪 は 2004 年 2 月、 ア ー ク が

in Nakanoshima, Osaka in
September. The works of many

あげることが出来ました。

artists were on display and for

今回の展覧会を主催し、成

o f t h e p u bl i c c a m e i n l a r g e
numbers to the three day
Charity Exhibition for Dogs and
C a t s h e l d a t C h u o Ko k a i d o

sale. The proceeds raised ¥

た。また作品の販売により

功に導いて下さった香川画

up the amount. The crime came
to light in Febuary 2004 when
decaying corpses of dogs were

腐敗した犬たちの死骸を宮田被告の
庭で発見したことにより明るみに出
ました。2005 年 9 月 21 日に判決

found in the Miyata's garden by

が下され、この事件は完結しました。

ARK. The case was settled on

ボランティアの皆様には心

弁護士の植田先生及び細川先生をは

21st Sept 2005. We are grateful

より感謝を申し上げます。

じめ、この一件を起訴に導く為にご

to lawyers Ueda sensei and

また、アークの動物たちの

Hosokawa sensei as well as to

協力くださった皆様には、心より感

who lent her photographs and
to the ar tists who contributed

ために直筆サイン入りの

their work and special thanks to

版画など沢山のご寄付を下

474,000 (from sales of art works)
and ¥ 119,000 ( from the sales of
ARK goods and donations) for
ARK. Our thanks to Sae Kodama

Junko Okuda and her team from
the Kagawa Gallery who worked
so hard to make the exhibition a
success.

廊の奥田純子様、ならびに

さったフジ子ヘミングさん

everyone who supported ARK in
the prosecution of this case.

謝致します。
動物の愛護及び管理に関する法律 27

Section 27: People who hur t

条 : 愛護動物をみだりに殺し、又は傷

animals for no reason or people

家の方々にお礼を申し上げ

つけた（みだりに給餌又は給水をや

who abuse animals by failing

ます。

めることにより衰弱させる等の虐待

to give them food or water thus

を含む）者を罰する条項。

をはじめとする、多くの作

debilitating them.

12

る法律違反（同 27 条第 2 項、刑法

W

さをもう少しで死なせてしまうところだった。（僕と同
いきん、僕の新しい

いもうと

トゥーウィートゥー

Pyometra

pyometra という語はラテン語で、 pyo はウミ（膿）を
意味し、 metra は子宮のことなんだって。この病気にか
かると、子宮にノウヨウ（膿瘍）ができて、汚染されたウ
ミがたまる。ドクソ（毒素）とバクテリアが子宮の壁からも
れて血の中にまじり、オソロシイ中毒症状をひきおこし、
治療をしないかぎり、死んでしまう。

The word 'pyometra' is derived from latin 'pyo' meaning pus and
'metra' meaning uterus. The pyometra is an abscessed, pus-filled
infected uterus. Toxins and bacteria leak across the uterine walls
and into the bloodstream causing life-threatening toxic effects,
Without treatment death is inevitable.

病気になるのは、中年のメス犬が多い。食欲がなく、吐い
たり、水をやたらに飲んだりする。よくある「開放型子宮
蓄膿症」の場合、子宮けい（頸）が開いていて、内部にたまっ
たウミが「くさいオリモノ」としてチツ（膣）から出るの
でわかりやすい。
「閉鎖型子宮蓄膿症」といわれ、子宮頸が閉じているタイ
プもある。この場合、膣からのオリモノはないため、診断
がむずかしい。子宮内に毒素がとどまるので、開放型にく
らべて、重症になることが多い。
医者が犬に子宮蓄膿症を疑う場合、ほっておくと大変だか
ら、緊急手術が必要だ。まんいち、腫れて、大きくなった
子宮が体内でハレツしたりすれば、犬は、たちまち「ナイ
ドクソ（内毒素）」ショックをおこし、医者も手のほどこし
ようがない。
この病気は避妊手術によって完全に予防できる。避妊は
とっても大事なことなんだ。飼い主が、ペットに子犬を産
ませるつもりで、また、決心がつかないうちに時間がたち、
手術にはおそすぎるのじゃないかと思いこむ。実は、メス
犬は何歳になっても避妊手術の効果があるんだって。つま
り、こういうこと……手術をすれば、コワーイ子宮蓄膿症
を防げる。それに比べると、手術によるリスクなんて、は
るかに少ないんだ。

is a very serious condition! The best way to avoid
pyometra is by spaying. Pyometra means pus in the uterine
cavity; if a pet is spayed the uterus and ovaries are removed so
there no chance of pyometra developing.

Classically, the patient is an older female dog. She has a poor
appetite and may be vomiting or drinking an excessive amount
of water. In the more usual 'open pyometra' the cervix is open
and the purulent uterine contents is able to drip out thus a smelly
vaginal discharge is usually apparent.
There is also a form of pyometra called a 'closed pyometra' where
the cervix is closed. In these cases, there is no vaginal discharge
and the clinical presentation is more difficult to diagnose. These
patients also tend to be sicker than those with open pyometra due
to retention of the toxic uterine contents.
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pyometra は生命にかかわるコワーイ病気。でも、避妊手
術をすればダイジョーブ。子宮蓄膿症とは「子宮の中にウ
ミがたまる症状」という意味だから、手術で子宮とランソ
ウ（卵巣）をとってしまえば、
この病気にかかりようがない。
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じ）黒いマメシバは、交番でじっと飼い主を待つこと 2
週間……だれも来てくれないので、保健所のガス室行きに
なるのをアークに助けられ、僕たちの仲間に入った。どう
して彼女が捨てられたのかフシギだ─おりこうだし、や
さしくて、人なつこい子なのに。とにかく、アークで暮ら
しはじめ、おきまりの避妊手術も予定されていた。ところ
が、ある日、彼女の具合が悪くなって ...... それも、ただご
とじゃなく。すぐに病院に運ばれた彼女は「シキュウチク
ノウショウ（子宮蓄膿症）」と診断されて、キンキュー手術
を受け、数日間、「生死のさかい」をさまよった。これは、
すごく大切なキョウクンだよね─つまり、（犬の年齢に
かかわらず）避妊手術は、望まない出産を防ぐだけでなく、
命を救う効果もあるってこと。

e nearly lost
my new sister
r e c e n t l y. A l i t t l e
black Shiba like me,
n a m e d To o W e e
Too, she came to
join the household
after languishing in
a police station for
two weeks, destined
fo r t h e h o ke n s h o
gas chambers, as
nobody had turned
up to claim her. I
can't understand
why she was thrown
away; bright, friendly, even likes men ! Anyway she had just settled
in and was due to go for routine spay surgery when one day she
looked terribly sick, clearly something seriously was wrong. She
was rushed to the hospital and the diagnosis 'pyometra' meant
she had to undergo emergency surgery. She hovered between
life and death for days. It is a big lesson for all of us. It goes to
show that spaying (whatever the dog's age) , not only prevents
unwanted births but is also a life saver too.

Any time a veterinarian is presented with a dog suffering from
pyometra the condition is considered serious and immediate
surgery is always indicated. If that swollen, enlarged uterus
happens to rupture internally, the dog will rapidly go into endotoxic
shock and whatever the veterinarian does may not be enough to
save the dog.
Spaying represents complete prevention for this condition. Spaying
cannot be over-emphasized. Often an owner plans to breed their
pet or is undecided, time passes, and then they fear she is too old
to be spayed. The female dog can benefit from spaying at any age.
The best approach is to figure that pyometra will eventually occur
if the female pet is left unspayed; any perceived risks of surgery
are very much out-weighed by the risk of pyometra.
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The life and death of Micky
wanted to do an autopsy on cause of death and needed evidence if
we were to prosecute) By the time he agreed and we went there the
body had deteriorated after two days in the hot sun and was full of fly
larvae. The veterinary hospital we took it to said it was too far gone
for a proper autopsy. We guessed Micky died of kidney failure and
heartworm. We had him cremated the same day and his remains are
now buried at ARK. The other dog, Ricky was in surprisingly good
shape despite his three year ordeal, but riddled with heartworm. After
being released from his 'prison', he was brought to ARK and given his
first ever shampoo and brushing. From the dejected lifeless creature he
then was he has transformed into a friendly playful dog, now renamed
'Lucky Ricky.'
There were also two
other dogs inside the site,
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Lucky Ricky chained on a pile of feces outside the construction
yard beside the dead Micky (picture too distressing to show).

incarcerated in a cage with
hair mats and over-grown
nails. Although we begged

ラッキーリッキーは資材置場の外の糞の山に繋がれていました。亡

through the police to let us

くなったミッキーもすぐ隣に繋がれています（写真は余りに残酷な

take them, the construction

ので掲載しません）。

guy refused to let them
go. There is no way under

icky was a dog kept chained outside a construction yard in full

M

the present law that we

sun by a busy main road, without water and sitting on a mountain

can confiscate these dogs.

of feces, a common sight in Japan. Micky was found dead as he had

The police, even though

lived, on the end of a heavy chain by an ARK volunteer who had been

shocked by the condition

going secretly every night for three years to comfort him, feed him and

of the dogs, refused to

give him water. She was very distressed.

a ck n ow l e d g e t h i s a s a
cruelty case. Unfortunately,
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Of course we went to the police and the construction yard boss was

as far as this way of

Safe and sound at ARK

eventually located. He said he's seen the dead dog but was too busy to

keeping dogs remains the

安全で快適なアークに来たリッキー。

do anything about it. Another dog called Ricky was chained next to his

'norm' in Japan, dogs like

dead friend, enduring the heat and the stench. We asked to the police

Micky will continue to live and die in miserable circumstances on the

to persuade the guy to release Ricky and the dead dog (because we

end of chains.

ミッキーの生と死 ─「つなぎ飼い」が生む悲劇

ミ
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ッキ−が飼われていたのは、交通量の

は、警察に訴えて、男が死んだ犬とリッキー

れな動物は、人なつこい遊び好きの犬に生ま

多い幹線道路沿いの建設資材置き場

を手放すよう、説得を頼みました。（検死解

れ変わり、今や ラッキーリッキー と呼ばれ

─直射日光のあたる屋外につながれっぱな

剖により死因を特定したかったし、告発の際

ています。

しで、水もなく、フンだらけの所にすわらさ

には、確かな証拠が必要だからです。
）男の了

れ……日本各地で見られるおなじみの光景で

承を得て、私どもが現場に赴いたときには、

建設会社の敷地内には、別の犬 2 頭がケージ

す。ある晩のこと、ミッキーは重い鎖につな

死体は、2 日間、灼熱の太陽にさらされて腐

に閉じ込められていて、体毛は毛玉だらけ、

がれたままの姿勢で死んでいました。目撃し

敗し、多数のウジがわいていました。死体を

爪は伸び放題の有様。私どもは警察を通して

たアークのボランティアはショックを隠せま

運び込んだ動物病院では、検死解剖をするに

犬を引き取りたいと頼みましたが、男は頑と

せんでした。彼女は 3 年間、毎晩、こっそり

は時間が経過しすぎていると言われました。

して拒絶。となると、現行の法律では私ども

とミッキーのもとを訪れて、話しかけ、水と

ミッキーの死因は腎不全と心糸状虫症だろう

が犬を押収することはできず、どうしようも

餌を与えていたのです。

と私どもは推測しました。ミッキーはその日

ありません。一方、警察は犬の状態にショッ

火葬にされ、遺骨はアークに埋められていま

クを受けながらも、「虐待事件」と認めること

もちろん、私どもは警察に連絡をして、資材

す。もう 1 頭の犬、リッキーの状態は、3 年

を拒否しました。不幸にも、この国でこのよ

置き場の責任者をつきとめました。男が言う

間の 受難 のわりには驚くほど良好でしたが、

うな犬の飼い方が「規範」とされ続ける限り、

には、死んだ犬を目にはしたものの、忙しく

心臓には多数の心糸状虫が寄生していまし

今後も鎖につながれた大勢の ミッキー が、

てそのままにしておいたとか。ミッキーの隣

た。 牢獄 から釈放の身となりアークにやっ

劣悪な環境で「生き、そして死んでいく」悲

にはもう1 頭リッキーという犬がつながれて

て来た彼は、シャンプーとブラッシングなる

劇が繰り返されるのです。

おり、暑さと悪臭に耐えていました。私ども

ものを初体験しました。あの時のいじけた哀

Feedback

ご意見ご感想をお待ちしております

Want to make a comment ?
Have a problem ? Want advice ?
We invite readers of our newsletter to
write in with their personal views or
questions on any subject related to
animals and their welfare.

読者の皆様からの動物、動物福祉に
関するご意見、ご感想、ご質問など
をお待ちしております。

Lack of loyalty brings shame to our society
In the July 19th edition of the Daily Yomiuri article titled 'Survey finds

Having endured their last days in a way in which dignity and mercy

36% prefer pets to people,' social critic Yasuo Nagayama stated,

speak ill of us, they are herded into a last cell to be killed by CO2 gas

"Some people abandon their pet because they don`t want to leave their

-- a method which most developed countries no longer use, knowing

pets at health centres, but this type of action is irresponsible."

quite well the inhumanness of the final moment it brings. Surely, Japan
being a rich country could afford the cost to administer lethal injections
to peacefully put an unwanted pet "down".

However, most know that if they do take their pet to the health centre, it

Shamefully, if our loyalty cannot sustain our companion to a full life with

will most likely meet with a terrible end. Many, while knowing they are

us, we owe it to them as a society to not end their life in a state of

betraying their pets by abandoning them, cannot accept performing the

nightmarish panic, one in which they leave this Ear th quaking,

ultimate betrayal by delivering them to certain death. Their hope is that

urinating, and defecating in fearful chaos, barking in vain for a rescue

the pet will be lucky and find a stranger that will show it pity and take it

from a master they thought loved them and once considered them a

in. Sadly though, most in Japan do not easily empathize with the plight

part of their family. At least, let a needle be kindly greeted by a pawing

of stray animals.

arm and a tail that slowly ceases to wag. If we are unable to afford
such a small kindness, we must know and accept that something has

In Okinawa's health centre, one, if they could gain entrance, would find

gone dreadfully wrong when we walk more delicately on fallen cherry

a place in which 25 terrified dogs each are crammed into five separate

blossoms than we do on the life of a sentient being that craves only to

small enclosures waiting for five days to pass. Abject fear fills their

lick our hands and spend time curled up at our feet.

eyes. They seldom move, for if they do, it disrupts the already fractured
sense of territory they have staked out. The strong occupy a place

GREG LEISURE

close to the water. The weak cower dejectedly with all hope drained

Ginowan City, Okinawa

from their body.

しい結末に終わるのは周知のこと。多くの人

国ではもはや実施されない残酷な方法で。日

は、捨てるのは裏切りであると知りながら、

本ほど豊かな国であれば、 不要な ペットを

ペットを 確実な死 に引き渡すという究極の

苦痛なく死なせる注射の費用ぐらい出せるは

背信行為だけは避けたいのです。運が良けれ

ずですが……。

ば誰かの目にとまり、拾ってもらえるかも…
と彼らは一縷（いちる）の望みをかけます。残

無責任ながら、国民がペットを最後まで面倒

念ながら、捨てられたペットの苦境に身をもっ

見られないのなら、せめて彼らが悪夢のよう

て共感できる日本人は少ないのですが。

なパニック状態で殺されることだけは避けた
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身勝手さがもたらす社会悲劇 ─せめて安らかな最期を
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I agree. It is irresponsible.

い─恐ろしい混乱の中、ガタガタと身震い
沖縄の保健所の場合、敷地内に入る許可を得

し、糞尿を垂れ流し、かつては家族の一員と

た者が目にするのは、狭い囲いが 5つ並んだ

して愛してくれたはずの主人の助けを待って

「調査結果によると、36% の人が人間より

一画。そこには、恐怖におののく犬が 25 頭

むなしく吠え続ける─このような悲劇を許

もペットといる方が好きと回答」と題する記

ずつ詰め込まれ、「5日間の経過」を待つ仕組

さない社会を強く求めます。注射によって保

事が 7 月19 日付（英字新聞）Daily Yomiuri

みになっています。動物の目は絶望と恐れで

証される─前足から力が抜け…尻尾の揺れ

に掲載されましたが、その中で、評論家長山

いっぱい。ただでさえ不安定な、かろうじて

がゆっくりとやみ ... 眠りに落ちていく─安

靖生氏は「飼っているペットを保健所にやる

確保した 縄張り がくずれるため、ほとんど

らかな最期を与えたいもの。そんな小さな優

のはかわいそうだから捨てると言う人がいる

身動きしません。水に近い場所を占領してい

しさすら望めないのなら、この国は恐ろしく

が、それは無責任な行為だ」と述べています。

るのは強者。弱者は、今や、体中の気力も失せ、

狂っていると言わざるを得ません̶̶落ちた

あきらめて、ただうずくまるだけ。

桜の花びらの上をそっと歩くほどの繊細さを

（注 : 讀賣新聞社が 6 月に実施した「ペットに

持ち合わせながら、ひたすら主人の手をなめ、

関する世論調査」に基く。）
彼らは最後の数日を尊厳と慈悲のかけらも
その通り。確かに無責任です。

ない惨めさに耐えた後、いよいよ最終部屋に

足もとで丸くなって休む 有情の生きもの
のいのちに無頓着であるとすれば……。

送られ殺されるのです─二酸化炭素による
しかし、ペットを保健所に連れて行けば恐ろ

ガス殺という、その非道さゆえに大方の先進

（沖縄県宜野湾市 グレッグ・レジャー）
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A Voice for Animals

ARK Office アーク事務局
TEL: 10:00 〜17:00
072-737-0712 (1885)
FAX: 随時
072-737-1645(1886)
毎週火曜日は休苑日とさせて頂きます。
Office closed on TUESDAY

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。

送金方法のご案内

郵便局

Post Office
00900-0-151103
特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西
00970-9-58799 Sanctuary Fund
サンクチュアリ ファンド
00970-2-267840
大規模レスキュー基金

U.F.J. 銀行池田支店日生中央出張所

U.F.J. Bank (Ikeda Nissei Chuo branch)
5288059
(普)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
2005 年 8 月
2日
10 日
22 日
30 日

ケーブルテレビ取材
芥川高校 学生11名アーク見学
大阪コミュニケーションアート
専門学校 体験入学見学
ケーブルテレビ取材

9月
14 日
16 日
〜
18 日
17 日
20 日

講演会

於て三重県「アワ歌会」

「犬と猫のためのイヌ・ネコ展」開催
於て中之島公会堂
大阪ビジネスカレッジ生アーク見学
企業就職説明会
於て大阪コミュニケーションアート
専門学校

10 月

5日
11 日

千里国際学園生アーク見学

〜

オリバー 国際会議出席の為
於てクロアチア

24 日
18 日 ケーブルテレビ取材
23 日 「大阪市民フェスタ」参加
於て大阪城公園

Mitsui-Sumitomo Bank (Ikeda branch)
14 7 2 7 0 5
(普)特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西
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
たはファックスでお名前、ご住所、電話番号、
送金内容をお知らせください。

FOR YOUR CONVENIENCE
ARK members and sponsors can now take
advantage of a post office direct debit system
(Account no: 14100-94350271) to have money
transfered automatically from their account, to
pay their membership fee or to support their
special animal at ARK.
便利な自動払込みサービスを開始致しました。
払込み先口座番号

14100 ー 94350271
払込先加入者名

特定非営利活動法人
アニマルレフュージ関西
郵便貯金口座をご利用の方は
各局の方で手続きをお願い致します。
「払込金の種別は会費 33 です。」

ARKで必要とするもの
犬用：処方食 (c/d、w/d、i/d、ph コントロー
ル )、その他ドライフード、缶詰め、おもちゃ、
ジャーキー、リード
猫用：処方食 (w/d、ph コントロール )、ド
ライフード、缶詰め、おもちゃ、かつお節、
猫トイレの砂
一般：タオル、カイロ
（長時間持続、貼らな
いタイプ）
、バザー用品、柄の長いビニー
ル製ほうき、竹ぼうき、ブリキのバケツ、デッキブラシ、水きり用のゴムベラ、柄
のついた大きめのチリトリ、ロール状のビニール袋（20X30cm 位）
、45 リット
ルゴミ袋、ミネラルウォーター、カット綿、コットン、綿棒、ペットシーツ、ペット
サークル、無香消臭スプレー、精製水、生理食塩水、犬用包帯
（ベトラップ）
、新
聞、布製 / クラフトガムテープ、延長コード、色画用紙、キッチンペーパー、ティシュ
ぺーパー、トイレットペーパー、犬用シャンプー、バリカンの刃、カラーフィルム、
ミネラルウォーター、ドッグフードの空袋（大）
、油性ペン、木材、コンパネ、セメ
ント、空気入れ
（車、自転車、単車兼用）
、厚手ゴム手袋、高速通行券、折畳み式
長机、ホワイトボード
（大）
、ヒートン各サイズ
特に必要なもの：毛布、カイロ
（長時間持続、貼らないタイプ）
、ハイタ−、洗濯
バサミ ( 大 )、屋外用全天候対応掲示板、CD-R、CD-RW

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

**************************************
e-mail：一般

ark@arkbark.net

カレンダー販売 calendar@arkbark.net
その他のグッズ販売用
Web site

order@arkbark.net
www.arkbark.net

**************************************
東京アーク Tokyo ARK:

Tel:080-6517-8913 (Japanese/ 日本語 )
080-6517-9632 (English/ 英語 )
email:TokyoARK@arkbark.net
送金方法のご案内
郵便局 : 00940-0-250984
P.O. Account : 00940-0-250984

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

Things we need
Dog : Prescription Diet (w/d,i/d,c/d),
ph control) , dried dog food, toys
Cat: Prescription Diet Food (w/d),
canned food, toilet sand, scratching
boards, toys, katusobushi, dried fish
General: blankets, Kairo (heat pads
24 hours, non-stick type), bleach,
brooms, cotton wool, bleach, antiseptic
soap for hands, elasticated vet wrap, large vinyl trash bags (45L),
drawing paper, large paper (dog food) bags (used OK), toilet
paper, mineral water, pet sheets, tissue paper, kitchen paper, vinyl
poo bags, used newspapers, packing tape,colour films, tools (saws
,nails,pliers,etc:), CD-R, CD-RW, clear files/holders
Special request: Large outside weatherproof notice board, Kairo,
laundry pegs

