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Momo Too 1991 - 2008
Near this Spot
are deposited the Remains of one
who possessed Beauty without Vanity,
Strength without Insolence,
Courage without Ferocity,
and all the virtues of Man without his Vices.

この地のそばに、

This praise, which would be unmeaning Flattery
if inscribed over human Ashes,
is but a just tribute to the Memory of BOATSWAIN, a DOG,
who was born in Newfoundland May 1803
and died at Newstead Nov. 18, 1808.
--- Lord Byron

こんなフレーズは無意味な追従に過ぎぬ、

その者の亡骸は眠る。
美しいが虚栄心はなく、
力強いが傲慢ではなく、
勇敢だが残忍ではなく、
人間の持つすべての美徳を持つが、
人間の悪とは縁がない

人間の遺灰に捧ぐ言葉であれば。
だがこれは、
犬のボーツウェインの思い出に捧ぐもの。
1803年５月にニューファンドランドで生まれ、
1808年11月18日にニューステッドで命を終えたボーツウェインに。
— バイロン —



Money down the drain

O

n January 25th, the Cabinet decided to set aside ¥350 million in fiscal

Mayhew Animal Home said that case would have been euthanized on arrival had

2008 to fund the cost of feeding and vaccinating stray dogs and cats for

it come into the Mayhew. Yet that poor dog had to wait seven days in agony for

three days, aiming to prolong their time in the hokensho and therefore bettering

death “ in case the owner turned up to claim it ! “

their chances of being adopted. Currently more than 300,000 dogs and cats
are destroyed annually by local authorities. The government hopes to slash this

I attended a ‘rehoming event’ at Fukuoka city hokensho. At nine o’clock, puppies,

figure by half in the next 10 years. In 2006, 118,000 dogs and 235,000 cars were

some as young as one month old were put out in cages on tables at the entrance,

killed with only 14,000 dogs, mostly puppies and a mere 4,800 cats finding new

despite the fact the event didn’t start until 10 and the wind was exceptionally bit-

homes.

ter that morning. Bringing small puppies out of a possibly warm building into that
freezing wind was a recipe for disaster and the poor puppies did their best to hud-
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Yorihisa Matsuno, a member of the Democratic Party (Minshutoo) from Kumamoto

dle in corners of the cages. Of course no blankets or protection from the wind. At

has been most instrumental in bringing about this decision having been campaign-

my insistence they did move the cages inside until people started to arrive. Show-

ing endlessly for improvements of the conditions of animals kept and killed by local

ing the puppies before interviewing the people was the next mistake; of course

authorities. ARK as well as other volunteer organizations owe him our gratitude for

everyone who came cooed over them, mirroring the kind of sentiment that leads to

the important work he has been doing on behalf of homeless animals.

impulse buying in pet shops. They then had to attend a lecture inside for about an
hour. The lecture was excellent containing all the right messages on dog keeping.

But while the Cabinet’s decision is a step in the right direction, we feel that giving

Then I assumed they would interview everybody but NO. Since there were more

animals an ‘extra’ three days in the hell-hole conditions that exist in most hoken-

people wanting to adopt than the number of puppies, numbers were given out,

sho facilities, is in fact prolonging their misery. This is because at present there

put in a hat and people were selected on the basis of whether they picked out a

is no system or indeed capable people who can decide which animals would be

winning number. Needless to say most of those puppies had not had their full set

suitable for adoption or which should be killed. Assessment means taking potential

of vaccinations and none had been neutered. The only aigo centre I have visited

animals out, giving them at least a week or two to adjust (as is common in Brit-

which does neuter all animals before adoption is ‘ Hello Animal Aigo Centre’ in

ish shelters, for example) and then having professional assessors do behavioural

Nagano. If they can do it, why not the others ?

tests. From what I have witnessed recently in Fukuoka and Tokushima, as well as
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Hyogo, Shiga and Nagano, most of the dogs up for adoption are puppies, which

It is easy to be critical especially when one knows from experience that it is pos-

in everyone’s view, assumes will be quickly adopted. Again there is no guarantee

sible to adopt out older friendly dogs, that early neutering is essential, because

that every puppy will turn into a nice dog and match its new family. Puppies have

although people promise to neuter, they often don’t and that it is so important to

to be well socialized and given to understanding new owners who have the time

screen potential owners and match them and their life-style to the right animal;

to do this as well as placed in the right environment. To be fair however, there

we know it can be done. And if only we had the sort of money at our disposal that

are volunteers in all these places working to select adult animals too, giving them

Tokushima has, how much more we could achieve. But unfortunately the wheels

proper behavioural assessments and extra training but the numbers are pitifully

of the bureaucracy creak forward very slowly and many officials who would like to

low. Meanwhile hundreds or thousands of potentially adoptable dogs are ignored,

see change have their hands tied.

passed over and gassed.
In ARK’s previous newsletter 69, I wrote about Osaka Prefecture’s Morinomiya
We wonder who or what section of the government comes up with the mind-boog-

Centre and said that if Osaka Prefecture had a shelter it could save more animals

ling plans and designs for these ‘aigo’ (love animals) centres. They are almost all

and put them up for adoption but now I don’t think this is a good idea. Until the

identical; Disneyland exteriors for visitors and Auschwich interiors for the animals

whole ‘aigo centre’ mindset is changed, Osaka Prefecture would be better off

on death row. This part of course is off limits to most ordinary people whose taxes

waiting until a system evolves that is really dedicated to reducing the killing num-

fund these projects. Tokushima Aigo Centre for example was built for 23 oku (two

bers, to neutering, to increasing adoptions and to providing basic humane care for

billion three hundred million) yen and costing one oku (one hundred million) yen a

all homeless animals.

year to run, had less than a handful of visitors, despite being a national holiday, on
the day of our visit. As in other facilities the Auschwich interior has been designed
for the convenience of workers and maximum discomfort for the animals; no shelf
or ledge to escape the wet concrete floor which is also slippery and perilous for old
dogs with weak legs and all the time cold air blasts in from ceiling fans. How little
money would it have taken to give the animals a comfortable place to sleep with
underfloor heating ? Why do dogs have to be kept like wild tigers ? Some dogs
are vicious even wild, we know, but the majority are pet animals that have ended
up in these places through no fault of their own.
These aigo centres also have ‘state of the art’ veterinary facilities which would be
the envy of most vets. Yet they are virtually unused and the veterinarians at the
hokensho relegated to pushing papers around desks. How about using the ¥350
million to spay/neuter animals, especially those going out for adoption. Why are



these animal given out un-neutered ? We saw a dog with a huge jaw tumour that

Tokushima Doubutsu Aigo Center: dogs on death row, the Auschwitz interior

had just come into the Tokushima Aigo Centre. Gillian Scott the visiting nurse from

徳島県の動物愛護センター： アウシュビッツのような部屋で死を待つ犬たち

税金投入は“死を待つ犬”の救いとなるのか—

１月

動物管理システムの抜本的改善こそ急務

25日、政府は、2008年度予算とし

るというのに）
もちろん立ち入り禁止です。たとえ

れなく含んだ適切なものでした。
それから一人ひ

て、保健所に収容する野良犬／猫

ば、徳島県動物愛護管理センターの場合、建設

とりと面接するのだろう——と私は思いました。

の餌3日分とワクチン代補助として3億5千万円を

費が23億円、年間の維持費は１億円かかるそう

ところが違いました。希望者が子犬の数よりも多

計上すると閣議決定しました——抑留期間を延

ですが、私どもが訪問したときは、祝日にもかか

いため、職員が数字を書いた紙を帽子の中に入

ばして新しい飼い主を見つけるチャンスを与え

わらず、来訪者はまばらでした。他の施設同様、

れ、当たりナンバーを取った人を
「当選者」
として

るためとか。現在、年間、30万匹以上の犬猫が自

アウシュビッツを思わせる内部は、
そこで働く職

選ぶやり方でした。言うまでもなく、子犬の大部

治体当局により殺処分されています。
政府はこの

員の利便性第一に、動物には最大の苦痛をもた

分は予防接種も完全に済ませていないし、不妊

数字を10年間で半数に減らそうと考えています。

らす構造でした——濡れたコンクリートの床か

手術を受けたものは皆無です。私がこれまでに

2006年には、11万8千頭の犬と23万5千匹の猫

ら逃れる棚も台もなく、
すべりやすい床は足が弱

訪問したことがある動物愛護センターの中で譲

が殺処分され、譲渡先が見つかったのは、犬1万

った老犬には危険な上、天井の換気扇からは冷

渡する前にきちんと不妊手術を済ませていたの

4千頭（その大部分が子犬）
、猫4,800匹にすぎま

風が絶えず吹き出しています。
動物が気持よく眠

は、ただひとつ、長野県の「ハローアニマル愛護

せん。

れるように床暖房を設置しても大した金がかか

センター」だけでした。長野県が実施できるのな

るとも思えないのに。
どうして犬が野生のトラみ

ら、
他の県でも可能なはずです。

たいに扱われなければならないのでしょう。確

今回の閣議決定にも貢献しました。松野議員は、

かに、中には凶暴で野性的な犬がいるとしても、

敢えて厳しい意見を述べるのも、
私どもは経験か

これまでも、
自治体によって収容され、殺される

大部分はおとなしいペットで、
何の落ち度もない

らわかっているからです——フレンドリーな成

動物の境遇改善を継続して訴えてこられました

動物が、
このような悲惨な場所で最期を迎えると

犬を家族の一員に迎えるのは賢明な選択だし、

が、帰る場所のない動物の救済を求める氏のご

は・
・
・

尽力に対して、
アークを含めた動物保護団体は
感謝しています。

新しい飼い主が避妊／去勢手術を約束しても守
られないからこそ早期不妊処置が必要なこと、
そ

これらの愛護センターは、
また、“最新式”獣医療

して、里親希望者を選別して人物とライフスタイ

機器を備えていて、一般の獣医がうらやむほど

ルに適した動物に引き合わせるのが何よりも重

しかし、今回の決定は正しい方向への第一歩で

です。
しかし、たいして利用されることもなく、保

要であると。その気になれば実現できるはずで

あるにせよ、
さながら
「生き地獄」
のような場所に

健所勤務の獣医師は書類を処理するだけの役

す。そして、私たちに（徳島県のように）
自由に使

収容された動物に追加の3日を与えても、苦痛を

回りに甘んじています。
（地方交付税から出され

えるお金がありさえすれば、今よりも多くのこと

長引かせるだけではありませんか。
というのも、

る）３億５千万円を避妊去勢手術代にあてては

を達成できるでしょう。
しかし、残念ながら、官僚

どうですか——とりわけ新しい家庭に貰われて

政治の車輪はギーギーときしむばかりで、
遅遅と

行く動物のために。なぜ、不妊処置をせずに動

して進まず、変化を求める役人が多数いるとして

物は処分もやむを得ない・・・などと判定できる

物を譲渡するのですか？ 私どもが徳島県動物愛

も、
何も行動を起こせない状態なのです。

人間がいないことが問題なのです。
（英国のシェ

護管理センターに行ったとき、折しも、顎に大き

ルターで一般的に行なわれている）
アセスメント

な腫瘍ができた犬が収容されたばかりでした。

（審査）は、新しい家庭に適応しやすいと思われ

来日中のメイヒュー・アニマルホーム看護師の

る動物を外に出して、行動テストを受ける準備期

ジリアン・スコットさんは言いました——「メイ

「大阪府がシェルターを持っていたら、もっと多

間を最低１~２週間与え、
その上で、専門審査官

ヒューなら、直ちに安楽死されるケースですね」

くの動物を救えるし、新しい飼い主を見つけられ

が行動テストを実施するというもの。最近私が目

と。
しかし、かわいそうに、あの犬も、
「飼い主が

るだろう」
と述べましたが、今はそうは思いませ

撃した福岡と徳島の場合、兵庫、滋賀、長野でも

引き取りに来るかもしれない」
から・
・
・7日間も苦

ん。
「愛護センター」全体の考え方が変わらない

同様でしたが、里親募集のために展示されてい

痛に耐えた末に殺されることになるのです。

限り、大阪府は、
システムが進化するまで待つ方

主が決まりやすいと思われています。
しかし、子

今年２月に、私は福岡市の保健所で行なわれた

ーが、本気で殺処分数削減に努め、不妊手術を

犬が成長して、新しい家族にふさわしい立派な

「譲渡会」に出席しました。午前９時、ケージに

徹底し、新しい飼い主への譲渡件数を増やし、行

成犬になる保証は必ずしもありません。子犬は

入った子犬が数匹——中には生後１か月の幼

き場のないすべての動物に人道にかなった基本
的ケアを提供することに他なりません。

るのは大部分が子犬で、一般にはその方が飼い

私は、前回、アークの季刊誌「ニュースレター
69号」
で大阪府の「森ノ宮センター」
を取り上げ、
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現状では動物管理の有効なシステムがない、つ
まり、譲渡先を見つけやすいのはどれか、
どの動
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民主党の松野頼久衆議院議員
（熊本県出身）は、

が賢明です。
システム変化とは、動物管理センタ

十分に社会化する必要があり、適切な環境を与

犬も含まれています——玄関先のテーブル上

えるとともに、時間をかけた社会化訓練によって

に展示されました。催しは10時からで、特別に

飼い主になじむものです。確かに、動物管理セン

風が冷たい日だというのに。幼い子犬を暖かい

ターで働くボランティアが成犬を選び出して、き

建物内から連れ出して寒気にさらすのは、
もっと

ちんとした行動審査と追加訓練を行なうことが

も危険なこと。かわいそうに、子犬たちはケージ

あっても、その数はきわめて限られています。一

の隅っこに体を押し付けて必死に寒さを避けよ

方、家庭での飼養に適した犬が何千何百頭も無

うとしています。風よけに毛布などを掛けるとい

視され、
ガス処分されてしまうのです。

う配慮もありません。私が主張したので、ケージ

各地にある“動物愛護”センターに共通する奇抜

ました。面接する前に子犬を見せたことも間違

は、人々が集まって来るまで建物の中に移され
な意匠や設計を考え出したのは、いったい、
ど

いです。やって来た人はみな子犬にやさしく話し

んな部署の誰なのでしょう。
どこも似たり寄った

かけます——ペットショップで衝動買いをあお

り——ディズニーランド風の外観が訪問者を迎

る手口と似ています。その後、全員、建物内で約

え、内部は“死刑”を待つ動物用アウシュビッツ。

1時間のレクチャーを受けなければなりません。

Puppy adoption (Fukuoka city)

この部分へは一般市民は（税金で運営されてい

職員の話は、犬の飼育に必要なメッセージをも

子犬の譲渡会
（福岡市）



The Mayhew Animal Home
Vocational

Qualification

in

Veterinary

Nursing,

NVQ. ANA is designed for students who may not
have sufficient qualifications from school to enrol in
the main vet nursing course. The course covers 18
months and students must be employed full-time at a
veterinary facility. The course which can also be done
by correspondence covers basic anatomy, physiology,
basic surgery and medical nursing as well as practical
care of in patients and assisting the vets and qualified
nursing staff. Most students passing the ANA exams
will go on to study for the NVQ in veterinary nursing.
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ayhew Animal Home is based in NW London. Established in 1886, it has

The NVQ is a course lasting two years either at college or university (four years).

grown in 120 years from a small animal shelter into an internationally

Although students must be in full-time employment at a veterinary facility, they

recognised animal welfare organization. Besides running a shelter, the Mayhew

attend college on day or block (some days at a time) release. The course involves

runs an international veterinary training programme for vets from overseas, it

more complex procedures than the ANA course. For example; giving IVs, taking

has a clinic in Moscow and sends veterinary teams to train vets in developing

blood, weight checks, microchipping, monitoring anaesthesia, radiography,

countries; Afghanistan and Botswana for example. It also runs a community clinic

euthanasia and performing minor surgical procedures not including ‘entering the

for pets of people on low incomes, a veterinary nursing programme, and employs

body cavity’ such as tail amputations and lump removals. In fact the veterinary

animal welfare officers to go out into the community to give advise on pet care and

nurse is trained to do everything except surgery inside the body, diagnosing what

also run TNR programmes for feral cats.

is wrong with patients and deciding on the course of treatment and medicines.
All vet nurses must be, like vets, registered with the Royal College of Veterinary

Gillian Scott, the head nurse at Mayhew came to Japan for two weeks in March

Surgeons and must be working under the supervision of a qualified and listed vet.

to give a series of talks and demonstrations. We would like to thank Dr.Sato for

From 2010 they will be self regulating and responsible for their own actions i.e at

offering a lecture room at the emergency hospital in Minoo, to Dr. Saijo for letting

present if the vet nurse makes a mistake the veterinarian is held responsible, from

us use the Tokushima Doobutsu Aigo Centre, to Toshimasa Sakuma for letting us

2010 the vet nurse bears the responsibility.

use the facilities at Green Dog, Kobe and to Magatama’s Tanaka san who made

SUMMER 2008

the arrangements there.

Shelter

Community Veterinary Clinic
This clinic in the same compound, with three full time vets and three vet nurses
is one of Mayhew’s outreach programmes offering low cost or free treatment to

Although the Mayhew is quite small in terms of numbers of animals it can hold at

pet owners on a low income. It offers vaccinations, neutering, worming and flea

one time; 30-40 dogs, 150 cats, 15 rabbits, the turnover is quite large; 400 dogs,

treatments, dental work, microchipping as well as advice and support. Prices are

500 cats and 30 rabbits are rehomed every year. The average length of stay for

much lower than ordinary clinics; for example vaccinations cost ¥4,400 or free if

animals is 13 days ! There are 30 staff at the Mayhew including veterinarians, vet

the owner has no money. The clinic carries out over 50 spay/neuter surgeries per

nurses and trainee animal care students. All animals have a full veterinary check

week and over 80 health checks in the same period.

on entry, they are wormed, vaccinated, blood tested and given any other treatment
as necessary and of course neutered, including early neutering of puppies and

International Vet Training Programme

kittens. The animals are housed in a comfortable and mentally stimulating

The purpose of this programme is to raise the standard of veterinary care for

environment , a sort of mirror of a home; dogs have couches, TV, DVD players,

street, stray and companion animals in developing countries, to promote high

underfloor heating and carpet on the floor ! Animals are paired where possible

volume sterilization techniques and early neutering and to work to improve animal

to maximise companionship and stimulation. The dogs are taken to a local park

welfare through humane education in local communities. The course includes; gas

by staff or volunteers and let off leads to run and play with other dogs. In fact one

anaesthesia, humane handling and restraint, quick neuter techniques, sterility and

of the conditions for adoption is that dogs are given one to two hours off-lead

prevention, containment and treatment of disease in high density animal areas.

exercise everyday !

Six veterinarians are accepted each year for two weeks of intensive training.
The programme which started in 2006 has received vets from Romania, Peru,

All people wishing to adopt an animal are interviewed by an adoption officer, their

Kazakhstan, Sierra Leone, Kyrgyzstan, the Czech Republic, Russia, Egypt and

home checked and they are expected to come in for a two hour lecture on pet

Afghanistan.

care on Saturday before being allowed to take the animal home. A follow up call is
made in a week and post-adoption visits are made after a few months. The animal

Overall the Mayhew is more than just a shelter, it sees animal welfare in terms of

remains the property of the Mayhew so if anything is wrong the Mayhew have the

education and through its community clinic, its welfare officers and its international

right to take back that animal. There is also a telephone hotline for anyone seeking

training programme, it puts these ideas into practical effect. We would like to thank

advice on animal problems.

Gillian for coming to Japan and giving such inspiring talks and demonstrations,

Veterinary Nursing
Britain has some the highest standards of veterinary nursing in the world. There
are two main nursing qualifications; Animal Nursing Assistant, ANA,and a National



everyone, whether veterinarian, vet nurse, staff at ARK or pet owner learnt
something new from her.

英国の
「メイヒューアニマルホーム」
Amsterdam
Shelter (Japanese)

メ

イヒューアニマルホームは、
ロンドンのＮＷ地区に拠点を置いてい

して、
日帰り通学するか、
または数日間まとめて授業を受けます。ANA課程よ

ます。1886年に設立された小さな動物シェルターは、120年の歳月を

りも複雑な実技が含まれ、点滴投与、血液採取、体重測定、マイクロチップ

経て、国際的に認められる動物福祉団体へと発展を遂げました。
メイヒュー

装着、麻酔薬の監視、
レントゲン撮影、安楽死処置などを学びます。
また、簡

は、
シェルター運営以外にも、海外からの獣医師を対象に国際獣医師研修

単な外科処置も行ないます。たとえば尻尾切断、腫れものの除去などで、体

プログラムを実施しています。モスクワにも診療所を構え、
アフガニスタン

腔内部の手術は含みません。実際、看護士は、体腔内の手術、病気の診断、

やボツワナなど発展途上国での獣医師養成のために獣医科チームを派遣

治療方針と処方薬の決定を除いては、何でも扱えるように訓練されます。す

しています。
また、低所得者層のペットのための地域診療所や、動物看護士

べての動物看護士は、獣医師同様、RCVS（王立獣医師会）に登録し、正規の

コースを運営するほか、動物福祉員を雇って地域社会に派遣し、動物ケアに

指定獣医の下で働かなければなりません。

ついての助言や、野良猫のＴＮＲ計画（捕獲し、不妊手術をして、元の場所
に戻す）
を実施しています。

2010年からは動物看護士にも自主規制が求められ、
自らの行動に責任を
持つことになります。現在は、看護士がミスを犯しても、責任を負うのは獣医
師ですが、
2010年からは動物看護士が責任を問われるということです。

3月にメイヒューの看護士長であるジリアン・スコットさんが来日され、２週

  

間の日程で一連の講義と実習を行ないました。大阪府箕面市にある救急動

地域獣医科クリニック
シェルターと同じ敷地内にある診療所には獣医師と看護士3名ずつが常駐

ンドッグ神戸」の場所をお貸しくださった佐久間さん、お世話の労をとって

しています。
これは、低所得のペット飼育者に低料金または無料で医療を提

いただいた
「まがたま」
の田中さん、
お二人にもお礼を申し上げます。

供しようとするメイヒューの社会福祉事業のひとつです。
ワクチン接種、避
妊去勢手術、駆虫、
ノミ対策、歯の治療、マイクロチップ装着などを実施し、
また、飼育相談と支援も行なっています。料金は一般クリニックに比べてず

シェルター

っと安く、例えば、
ワクチン接種は4,400円で、飼い主にお金がなければ無料

メイヒューのシェルターは、一度に収容できる動物数は、犬30〜40頭、猫

です。週に50件以上の避妊去勢手術と80件以上の健康チェックを実施して

150匹、ウサギ15羽、
と少ないものの、回転率は高く、毎年、犬400頭、猫

います。

500匹、
ウサギ30羽のリホーミング実績を上げています。動物が施設に留ま
っている日数は、なんと、平均13日だとか。
シェルターのスタッフは、獣医師、
動物看護士、動物ケア研修生を合わせて総数30名。すべての動物は、入所

国際獣医師養成プログラム

時に総合健康チェックをし、駆虫、
ワクチン接種、血液検査のほか、必要に応

このプログラムの目的は、開発途上国の野良犬／猫、ホームレス動物、ペッ

じて他の治療も受けます。不妊手術をするのは当然ですが、場合によって

トに対する獣医療水準を上げ、多数の動物に不妊処置を施す技術と早期手
術を促進し、人道的教育を柱に、各地域で動物福祉向上のために貢献でき

能を刺激する環境に置かれます。つまり、家庭と同じ雰囲気で育てるのです

る人材を育成することです。
コースの内容は、
ガス麻酔法、人道にかなった

が——犬の部屋は、
ソファー、テレビ、ＤＶＤプレイヤー付きで、床暖房に

扱い方と抑制、
短時間での不妊手術、
避妊と予防、
動物過密地での病気予防

カーペット敷きと、至れり尽せり。動物は可能な限り2匹で行動させ、犬同士

と治療などです。
毎年、
6名の獣医師を受け入れ、
2週間の集中研修を行ない

の交流と刺激を図ります。
犬は、
スタッフかボランティアが近くの公園に連れ

ます。2006年に始まったプログラムは、
これまでに、ルーマニア、ペルー、
カ

て行き、仲間同士で自由に駆けまわったり、遊んだりさせます。実は、里親に

ザフスタン、
シエラレオーネ、
キルギスタン、
チェコ、
ロシア、
エジプト、
アフガ

なれる条件のひとつが、毎日、１〜２時間、
オフリードで犬を運動させられ

ニスタンなどの国々から獣医師を受け入れてきました。

ることだとか・
・
・
動物を譲り受けたい希望者は、全員、担当官の面接を受け、家庭調査も行な

全体的に見て、
メイヒューは単なる動物シェルター以上の役割を担うもの

われます。家に連れ帰る前に、２時間の土曜講習を受けなければなりませ

で、動物福祉を教育的視点から捉え、地域診療所、動物福祉員、国際研修プ

ん。１週間後には電話での追跡調査、数か月後には譲渡後の家庭訪問があ

ログラムなどを通して理想の実現に成功しています。今回、
日本で、有意義

ります。譲渡後も、動物は引き続きメイヒューの所有物なので、里親家庭で

なレクチャーと実習を提供してくださったジリアンさんに心から感謝申し上

何か問題があれば、取り戻すことができる仕組みです。
また、動物について

げます。参加者は——獣医師や動物看護士などの専門家はもちろん、一般

相談のある人は誰でも電話できるように
「ホットライン」
を備えています。
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は、低年齢の子犬/猫に早期手術を施すこともあります。動物は、快適で、知
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物病院の講義室を提供してくださった佐藤先生、徳島県動物愛護管理セン
ターを使わせてくださった西条先生、
ありがとうございました。
また、
「グリー

の飼い主さん、
そして、
アーク職員も——このセミナーから貴重な知識と新
しい情報を学ぶことができました。

動物看護教育
英国は動物看護の分野で世界最高水準にあります。動物看護の主な資格
には、ANA（動物看護助手）
とNVQ（動物看護士国家資格）の２つがありま
す。ANAは受験資格が不十分で主要な動物看護コースに進めない学生の
ためのもの。18か月のコースで、すべての学生は獣医科の臨床現場で常勤
職員として働く必要があります。通信課程もありますが、解剖学、生理学、基
礎的外科処置、医療看護を学ぶとともに、入院患者の実際的ケアにあたり、
獣医、および、正看護スタッフの助手をつとめます。ANA試験合格者のほと
んどが、
さらに上級のNVQコースを目指します。
NVQは、
カレッジまたは総合大学での２年コースです。
学生は常勤職員と
して獣医科施設に勤めなければなりません。働きながらの研修制度を利用



Gillian Scott comments on her visit to Japan

I

n March 2008 I was invited by Elizabeth Oliver to come to Japan and ARK to

The overwhelming feeling I left Japan with was that though people I met said they

provide some seminars and training. I researched as much as I could from

wanted things to change, they were not actively trying to make things better. I feel

the UK into the welfare of animals in Japan before going. I read quite a lot of

that change needs to come from the government and until they give instruction

information but as always when travelling to another country I decided to remain

stating things must change it seems unlikely that they will.

open minded and make my own judgements when I arrived.
As I said at the beginning of this article, there are some people doing some
What I discovered was a real mixture of attitudes towards, and concepts of,

amazing things to help animals in Japan. Elizabeth Oliver, with ARK and Susan

animal welfare. On the one hand I met the fabulously hard working staff and

Mercer with HEART amongst them. Without people like this there would be a

volunteers at ARK. They work tirelessly to ensure the animals in the care of ARK

lot more animals suffering in Japan. It seems a strange and sad quirk that it is

have the best possible conditions while they are awaiting a new home. Some of

“foreigners” largely making a difference.

the animals have and will be there for many years with little chance of rehoming
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due to health or behaviour issues. However, they are very stimulated mentally and

There needs to be a change in the approach toward euthanasia and a real effort

get plenty of exercise and love. The staff greet all the animals on entering a kennel

to neuter as many as possible. Rehoming the odd animal from the hokensho

or cat cabin and I often saw many cuddles and kisses being given out before

without neutering first just perpetuates the infinite circle of certain early death for

cleaning commenced or a harness for a walk was put on the dogs.

far too many dogs and cats in Japan.

In stark contrast to the care given at ARK were the pet shops and the hokensho that

I could pontificate endlessly about what I saw in Japan but can sum up in three

we visited. Both of these were a real shock to my British system where fortunately

points what I feel needs to change in Japan:

the vast majority of animals are well cared for. The pet shops were artificially lit
with high wattage fluorescent light bulbs. The vast majority of the animals there

1.

were puppies of fashionable pure breeds. They often had no bedding, water or

and in particular to close down the hokensho. I am not naïve enough to think that

food and certainly no toys. Most of them were housed alone and were bored out

the euthanasia of animals can end immediately but the way in which they die can

of their minds. Despite all the emotions these animals felt I couldn’t help thinking

do. The vets I met seemed afraid to handle the dogs that needed to be euthanized.

that they were being set up for a life time of huge socialisation issues as they

This could be changed instantly with some decent handling and restraint training

were not being provided with any at this critical early time of their life. It truly was

to allow them to be euthanized humanely with intravenous barbiturates.

The government need to make a change in the law regarding animal welfare

heartbreaking to see them so quiet with no idea of what they had done to deserve
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this type of treatment. Obviously they had done nothing. None of this is their fault.

2.

Other animals equally bored and alone were vast numbers of kittens and in one

As in all countries around the world this is the only real way that overpopulation of

pet shop a goat and two monkeys. The monkeys were kept in two tiny cages

animals can be controlled.

The nation’s vets must be encouraged to neuter as many animals as possible.

and were pacing continuously. I cannot even begin to imagine what they must
have been thinking. What an awful “life” for them. And no doubt the future is no

3.

brighter as one has to ask what type of person buys a monkey?

and children’s attitudes towards animals needs to change. Animals are not

Education, education, education. This can never be overestimated. People’s

disposable and they are sentient beings with the ability to feel fear pain and
One of the pet shops we visited was clearly more a breeding facility. The vast

distress. They must not be considered as commodities.

majority of dogs and cats there were adult and were kept in stacked collapsible
cages with again, no stimulation. The owner of this horrendous establishment

My trip to Japan was a real eye opener and I would like to thank everyone involved

would not even let us see most of the animals there. One can imagine what he

for making my trip such a memorable one. My talks seemed to be well received

was trying to conceal. I did notice that he had a heavily bandaged wrist and can

and I hope everyone in attendance was given some food for thought. I am well

take some comfort from the thought that one of his poor breeding machines

aware that the situation in the UK is very advanced but that hadn’t always been

had taken a chunk out of him. I really hope so. Elizabeth looked for his license

the case. Rather than thinking the UK has it easy, it should be seen as a model for

and indeed there on the wall was a license valid for the next five years. Who is

how things can be with enough desire to change.

licensing this type of facility?

I naively thought I couldn’t see anything worse than these pet shops. And then
we visited the Tokushima hokensho. I have never seen anything like it and it was
a very distressing experience. Elizabeth had warned me that the animals here
behave like they are dead already and this truly was the case. Very few of them
could even summon the energy to come to the front of their prison. For animals
that are starved of affection this is what one would expect. A desire for some
human contact. But the dogs in the main just continued to sit at the back on
freezing cold concrete floor. No luxuries here. Even some newspaper to sit on
would have been an improvement. One dog had a huge tumour on his upper jaw
and could not probably even eat. For him, sadly, his obligatory seven days could
not pass soon enough.
Tokushima Aigo Centre: the Disneyland exterior
徳島県の動物愛護センター：外観はディズニーランド風だが…



日本でのセミナーを終えて
佐賀県動物愛護管理推進計画
−
（素案）
ジリアン・スコット ー

2008

年3月、
私はエリザベス・オリバー

（大部分は成体）の入った折りたたみ式ケージ

今回の日本訪問で私が見たことについて、批判

さんの招きで、一連のセミナーと

が積重ねてありましたが、知能を刺激するような

めいた発言はこれくらいにして、
「私が日本に望
む変化」
を次の３点にまとめてみました。

実習を行なうために来日し、あわせて、
アークに

物は何も与えられていません。
このいまわしい施

も訪問しました。出発前に英国で、
日本の動物福

設の主人は、所有動物のほとんどを私たちに見

祉事情についてできる限り調べました。
様々な情

せようとしませんでした。男が何を隠したがって

１． 動物福祉関連の法整備のために
（とりわけ

報を集めたものの、
結局、
いつもの海外旅行と同

いるのか…想像がつくというもの。男の手首に

保健所閉鎖のために）、政府には思い切った方

様、先入観にとらわれず、現地に行ってから自分

人目をひく包帯が巻いてあったので、哀れな“繁

針転換が必要です。動物の安楽死はすぐに結論

で判断しようと心に決めたのです。

殖マシーン”のだれかがひどく噛みついたのか

の出る問題とは思わないものの、少なくとも
「死

な…と想像して気持をまぎらわせました。本当に

に方」
としては簡単なこと。私が出会った獣医は、

私が日本で見たのは、
動物福祉に対する姿勢も、

そうだといいのに！ オリバーさんは所有者の
「登

安楽死が必要な犬を扱うのをこわがっていまし

意識も一様ではなく、種々入り混じったものでし

録証」
を確認しました。壁にかかっている標識に

た。バルビツール剤の静脈内投与によって苦痛

た。アークには、献身的に働くスタッフとボラン

は「５年間有効」
とありました。誰がこのような施

のない「安楽死」が保証されますから、適切なハ

ティアがいました。預かっている動物が新しい家

設に営業許可を与えているのでしょう。

ンドリングと抑制訓練によって容易に解決でき
る問題です。

ペットショップほど悲惨な光景はあるまいと、私

た。動物の中には、健康上、行動上の問題からリ

は愚かにも思っていました。
その後、徳島県の保

２． 日本全国の獣医師は、
できるだけ多くの動

ホーミングのチャンスがほとんどないまま、長年

健所を訪問しました。
それは、今までに例のない

物に避妊去勢手術を推進する必要があります。

アークで暮らし、今後も留まり続けると予想され

目をおおいたくなる経験でした。保健所の動物

世界中の主要国に見る通り、
これこそが、動物の

るものもいました。そういう動物も、知的好奇心

は、オリバーさんの言う通り、
まるで「生ける屍」

過剰繁殖を抑制できる唯一の方法だからです。

をできるだけ刺激し、
運動も愛情も存分に与えて

でした。彼らの多くは、
もはや、“監獄”の前方に出

います。
スタッフは、ケンネルや猫舎に入るとき

て来ようとする力さえ失っているようでした。愛

３． 一にも、二にも、三にも、教育。教育を強調

情に飢えた動物は人間との接触を求めるものな

しすぎることはありません。大人も子供も、動物

のに……ほとんどの犬は、後ろの方で氷のよう

に対する態度を改める必要があります。動物は

きしめたり、
キスをするのが日常的でした。

に冷たいコンクリート床にじっとすわったままで

使い捨てにするものではなく、恐怖、痛み、苦し

す。なんの“ぜいたく品”もありません。せめて新

みを感じる
「知覚を持った生きもの」
で、
商品のよ

その後、ペットショップと保健所を訪問しました

聞紙でもあれば、多少とも寒さをしのげるので

うに扱ってはいけないことを教えるべきです。

が、
どちらも、
アークとは対照的に殺伐たる光景

すが……ある犬は上顎が大きく腫れ上がってい

でした。そこで目撃したものは、幸いにして大部

て、食べることもできない状態でした。規定拘束

今回の日本訪問は、
まさに、私の目を開かせてく

分の動物が正当に扱われている英国のシステム

期間の７日は、
あの子にとっては、
あまりにも長い

れるものでした。
日本滞在を思い出深いものに

に慣れた私の目には、
あまりにも衝撃的でした。

「地獄の苦しみ」
でしょう。

ペットショップは、
人工的な蛍光灯でこうこうと照

すべく、
ご尽力くださった方々に厚くお礼を申し
上げます。セミナーご参加ありがとうございまし

日本を離れるとき、私は悲痛な思いに駆られて

た。
ご出席の皆様のご参考になれば幸いです。

ナブルな血統種の子犬です。寝床もなければ、
オ

いました…日本で出会った人たちの多くが「この

英国の動物事情は確かに進んでいますが、最初

モチャは無論のこと、水や餌さえ用意されていな

ままではいけない」
と口に出しても、物事を変え

からそうだったのではありません。動物愛護先進

いケースもありました。ほとんどの犬は１匹ずつ

ようと積極的に動こうとしないのです。変化をも

国だから英国は恵まれている…と思わず、１つ

隔離されていて、退屈のあまりに頭が変になって

たらす大本は政府であり、そこが変革を具体的

のモデルと考えてください——変えたいと願う

いる様子。
動物には様々な感情があるのに、
幼少

に促す指示を出さない限りは、現状を変えること

強い意思があれば、
どれほど変化し得るかを示

期の肝心なときに社会化訓練を受けていない彼

はできないように感じました。

す好例として。

らされていました。展示動物の多くはファッショ
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は動物たちに声をかけ、清掃のため外に出すと
きや、散歩前にハーネスをつけながら、動物を抱
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庭に貰われて行くまでの間、最高の待遇を受け
られるように、彼らは骨身惜しまず働いていまし

らは、一生涯、問題行動を示すのではないか…と
危惧されます。
何の因果でこのような仕打ちを受

初めにも触れたように、日本にも動物を助ける

けるのか、
動物自身は知るはずもなく、
じっとして

ために素晴らしい働きをしている人たちがいま

前号ニュースレター69の内容に関するお詫びと訂正

いる動物を見るのは耐えがたい思いでした。
もち

す。なかでも、アークのエリザベス・オリバーさ

3ページ
「佐賀県動物愛護管理推進計画（素案）
」中、
「第２

ろん、彼らには何の罪も責任もありません。おび

ん、ハートのスーザン・マーサーさんはその代表

計画の基本方針」
の中の、
「２ 事業者の社会的責任の徹底」

ただしい数の子猫も、やはり、孤独で退屈そうに

格です。
このような方たちがいなければ、
この国

の中で、
「昨年アークが告発した件）」
という表記があります

していました。ある店では、ヤギ１頭、サル２匹

で苦しむ動物の数はさらに増えていたでしょう。

が、
これはニュースレター編集の過程でアークが追記したも

を展示していました。
狭いケージの中を絶えず行

変化をもたらそうと努力しているのが「外人」な

のです。本文中にない表現を本文に挿入するのは適切では

ったり来たりしているサル……彼らが何を考え

のは、
単なる偶然でしょうか。

ないというご批判を頂きましたので、真摯にお詫びを申し上

ているのか、想像する気にもなりません。彼らに

げるとともに、
ここに訂正の報告をさせて頂きます。

とって、何と恐ろしい“生”でしょうか。サルを買う

安楽死に対する考え方も変えるべきだし、
できる

なんて、一体どんな人物なのか……考えただけ

限り多くの動物に不妊手術を行なう実際的取組

で、
彼らに明るい未来が待ち受けているとは思え

みが必要です。不妊処置が済んでいない保健所

物取扱業者による犬の不適正な飼養管理問題（昨

ません。

の動物をリホーミングするのは、
あまりにも多数

年アークが告発した件）
を踏まえ、
…
（以下省略）

の犬猫が“早すぎる死”を迎える異常事態を悪循
私たちが訪ねたペットショップの１つは、店とい
うよりは、むしろ、繁殖施設のようでした。犬と猫

環させるだけです。

（誤） 佐賀県においては、平成18年11月に発生した動

（正） 佐賀県においては、平成18年11月に発生した動
物取扱業者による犬の不適正な飼養管理問題を
踏まえ、
…
（以下省略）



Happy Homes

ビンキー
Binkie

しっかりとした体格になり、一番大きな甘え
坊で、
毎日和ませてくれています。 先住犬とは
く遊び、
プロレスごっこ、おっかけっこ、綱引き
ど、2頭で遊びを開発しています。
まだ子犬の
うで、
本当にかわいくてなりません。

Binkie has filled out, yet she is such a baby,
brings us a lot of fun everyday. She plays

other dogs; wrestling, chasing, tug and pull,
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a big puppy.

フレディ
Freddy
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ブラウン
Brown

あいら
Aira

あいらは１歳になりました♪ 色々心配もあ
りましたが、やんちゃ娘に育って近所の人
気者になり、
自慢のあいらになりました。

gulls, has an exciting fight with a sea slug.

通りがかりの人に
「可愛いね〜」
と声をかけ
て頂いたりと、
ブラウンのお陰で色々な方
と交流が出来て嬉しいです。はじめは怖が
っていた先住猫のミッキーも、
ブラウンの
優しさが分かって来た今は、隣同士でお昼
寝したりしています。家族全員がブラウンの
ことが大好きです。

And he sleeps with my son every night!

Some passers-by give us complements like

牧場に行って馬に興奮したり、海ではカモ
メを追ったり、
ナマコと対決したり、
楽しく過
ごしています。息子とは毎日一緒にお布団
で寝ているんですよ。
He is enjoying his life: he gets excited when
he sees a horse on a farm, he chases sea

Aira has become one year old. She is a
naughty girl, loved by many around here. We
are very proud of her.

“How cute!” Thanks to Brown, we can com-

ダイアナ
Diana
はじめは怖くてミシン部屋から出られなか
ったダイアナですが、１ヶ月が経ち、毎日
少しずつ散歩にも出られるようになりまし
た。
ご飯を見て太い尻尾をゆさゆさ振って
くれたり、
イタズラもするようになり、
とても
嬉しく思っています。
Diana would not leave one room in the beginning, but after a month, she gradually was
able to go out for a walk. She wags her tail
joyfully when she sees food and is sometimes
naughty which makes us feel she is getting
used to us.



municate with various people. Mikki, our cat,
first looked a bit afraid of Brown but now he is
willing to take a nap beside Brown.

サツキ＆オラフー
Satsuki&Orafu

梅乃介＆ユバ＆ゴル
Umenosuke&Yuba&Gol

北海道のブンタ
Bunta in Hokkaido

えん
とはよ
きな
のよ

, she
with

, like

ザラ
Zara

キャメロン
（りゅう）
Cameron (Ryu)

The other day Nova said, ‘Bunta is my brother,
we have to treat him like family!’ Bunta cer-

りゅうはとても元気で大人にも子供にも愛
想がよく、本当に良い子に育ってくれまし
た。寒い冬はコタツの定位置を独占してい
ます！ 猫の
「ぬい」
とも相性がよく、
毎日楽し
く生活しています。
Ryu is very lively, friendly to everyone regard-

ザラのおかげで毎日笑顔で過ごせていま
す。会う人みんな、すっかりザラのファンに
なっています。びっくりするほどお利口で、
親孝行な息子です。
これからもっともっとザ
ラと一緒に色んな所へお出掛けして、たく
さんの思い出を作りたいと思っています。

less whether they are adults or children. He's

Zara makes us smile everyday. Everyone who

really grown into a fine dog. On cold winter

meets with him immediately becomes his

days, he occupies the most comfortable cor-

admirer. He is so smart and such a devoted

ner of the kotatsu alongside “Nui” the cat.

son. We would like to go to many places with

tainly has settled right in as a family member.
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ある日、娘のノヴァが言いました。
「ブンタ
は私の兄弟よ。家族のように接しなきゃ！」
ブンタはまさに家族の一員になりました。
自分のベッドがあるのに、朝になると私た
ちの部屋に忍び込み、布団の中に潜り込
みます。毛布にくるまるのがここまで好き
な犬は初めて！ とてもかわいいです。
散歩のときも、人に吠えなくなりました。
ジョギングの良きパートナーで、私たちの
ペースにぴったりです。今、名前を呼んだ
ら戻ってくるトレーニング中。まだリード
は外せませんが、
じきにフリーで散歩でき
るようになりますね。私たちの生活にブン
タがいることが、
とても幸せ。ありがとう！
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3匹それぞれ悪さをしながらも、
楽しくやっています！
Three mischievous cats !

Despite having his own dog bed, he creeps
into our room in the morning and burrows

all the way under the covers with us. We’ve

never known a dog that likes to be covered by
blankets so much! Very cute.

He is no longer barking at people when out

on walks. He is a wonderful jogging partner

and is good at pacing both Shawn and I. He
is still working on coming when called so
he’s on leash almost all the time now but we

Zara.

ニジンスキー（ハチ）
Nijinsky (Hachi)

feel like he will get it eventually. We are very
happy to have Bunta in our lives. Thank you!

ハチと私達はほんとに何年も前から家族だったかのように毎日毎日幸せに暮らしてい
ます。
自営業なので毎日散歩がてら事務所に連れて行きますので家でも事務所でもい
つも一緒です。
17kgになり、
お母さんのマドンナにそっくりになりました。
Having such happy days with Hachi makes us feel we have been a family for years. We take
him to our office everyday, so he is with us all the time. He’s 17kg, and looks more and more
like Madonna, his mother.



Koji Date visits ARK

伊達晃二さんがアークを訪問！

４月

の始めに若手シンガーソングライターの伊達晃二

さんがアークを訪問しました。伊達さんが初めてア

ークとアークの活動を耳にしたのは、原田京子氏を通じてです。原
田氏はプロの写真家で、
アークのために素晴らしい写真を撮り続
けてくださっています。伊達さんは動物の目線から動物の気持ち
を伝える詩を作ろうと考えました。そして、自分の目でシェルター
を見ようと飛行機に飛び乗ったのです。
東京に戻った伊達さんは、
あちこちでアークのことを語り始めま
した。自分のブログにアークでの体験を掲載し、その翌日１００
件の書き込みを受け取りました！ ARKは伊達さんと原田氏に、心
から感謝をお伝えしたいと思います。見捨てられた動物たちの苦
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しみに対する問題意識を高めるための、ふたりの計り知れない助
力に対して。

A

t the beginning of April, singer/songwriter Koji Date visited
ARK. Koji first heard about ARK and our activities through

Kyoko Harada, a professional photographer who takes beautiful
photos for ARK. Koji had an idea to write a song to help the
animals be heard, so he jumped on a plane to see the shelter for
himself.
Koji returned to Tokyo and started spreading the word about
ARK. He wrote about his trip to ARK on his blog and got 100

responses the following day.
There are more exciting projects in the pipeline thanks to Koji and
Kyoko’s visit, but mainly ARK would like to thank Koji and Kyoko
for their invaluable help in raising awareness about the plight of
stray and abandoned animals in Japan.

Tokyo adoptions

Goldman Sachs donate new van to ARK
●ゴールドマン・サックスからの
ご支援についてのご報告●
ゴールドマン・サックス証券株式会社は、毎年4月から7月の期間、全世界
で様々な分野でボランティア活動およびチャリティー活動をされていま
す。
この度アークは、
ゴールドマン・サックス証券株式会社様より二つの素
晴らしいプレゼントをいただきました。
一つ目の素晴らしいご支援は、
ゴールド
マン・サックスのボランティアの方々に
より、古着を使って作成したベッド
がアークの動物たちに寄付され

で快適な睡眠時間を過ごすこと
ができるようになりました。
二つ目のご支援は、ARK特製ヴァ
ンをご寄付いただいたことです！
！
！こ
のヴァンにより、
レスキュー、里親探しはもち
ろんのことですが、移動型アーク店舗としてさらな
るアークの飛躍が可能となりました。この特製ヴァンは、
アーク
のロゴとブランドカラーでデザインされ、
アークのHPアドレス等が記載さ
れています。おもに関東近郊を走る予定です。見かけたらぜひ手を振って
ください！
！ ゴールドマン・サックス証券株式会社様の多大なるご支援に
スタッフ一同心より感謝いたします。

Goldman Sachs Japan Co. Ltd.
helps stray animals

東京アーク里親会にて
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Every year between April and July, employees at
Goldman Sachs take part in Community TeamWorks
(CTW) projects all over the world to support charities.
This year, Goldman Sachs is working
with ARK on two projects!
The first is a CTW project
with Goldman Sachs
employees to sew warm
and comfortable dog
and cat beds from
used clothing. All beds
will be donated to the
shelter. The second is
the very generous donation
by Goldman Sachs of an ARK
mobile!! (A big thank you to Jurgen
for nominating ARK.) This van will be used
for rescue work, rehoming, and PR in the Kanto area.
Please give us a wave if you see the van on the Tokyo
streets. ARK would like to thank Goldman Sachs and all
members of the Charitable Services Group for their help
and support.
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たことです。そのベッドのおかげ
で、ARKの犬猫が、
より一層清潔

Tokyo news
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Losing
Momo Too
the battle
- thebut
Abused
winning
Pup whothe
became
wartheSaga
dog Breeders
who loved
Case
Everybody.

“W

ill you still love me

up. She took her to an animal hospital nearby where it was

Will you still hug me

found bones in both her front legs were broken. That lout

When I’m old and grey ?”

had managed to snap her legs like matchsticks.

Momo Too grew old and grey gracefully but at 17 she

The vet didn’t do a great job because Momo’s legs always

started to have seizures which grew in intensity so I de-

remained crooked and she has always walked with a limp.

cided it was time to let her go. She was euthanized on

But at least she was rescued and she came to ARK soon

March 13th 2008. You could never hope to meet such a

afterwards. Although she was appealing and friendly Mo-

friendly and sociable dog as Momo. She was a dog that

mo’s disability always discouraged people from adopting

needed to be hugged and loved. She simply loved people

her so I decided to keep her as a house dog. The moment

and loved to be loved. This was what made her so special

I had made that decision many people wanted to adopt

because if any dog should fear and hate people , it should

her but I thought, “ why should I let her go now, when

have been Momo. The memory of the awful things that

nobody wanted her before.”

A VOICE FOR ANIMALS

were done to her would have scarred most other dogs
for life making them wary of people and even aggressive

Momo has been a wonderful PR dog over the years, visit-

towards them. Many of you will already know her story but

ing schools, old peoples’ homes , festivals, a firm favourite

it is worth re-telling.

with people of all ages. As she aged she tired more quickly
and day- long events became too much for her. However when I took a younger

She was first seen by a woman living in a tower block of apartment in Osaka ; a

dog instead she howled in disappointment, “ why not me, please take me, I so

small black and white speckled pup scavenging for food as best she could around

want to go.” Her sad little face made me sometimes relent and when I said “ OK,

the refuse bins. Residents tried by throwing sticks and stones to drive her away

you can come, “she sprang with joy into the car.

but Momo kept coming back. Despite being attacked she would still run up to people hoping for a snack. One day the woman was watching Momo far below her on

Momo was also very dog- social, fitting into the house pack with never a hint of

the ground, from her high rise apartment. Suddenly to her horror , a middle school

jealousy or possessiveness or bossiness. She chose to sleep on a bed behind the

lout, goaded by his father watching nearby picked up Momo and did something

stove, the warmest place in winter. Her face used to crinkle in delight if you spoke

which made the pup scream in agony before dropping her on the ground. Momo

to her or called her name. I hope she will find someone to love and hug her on the

was lying in a little heap screaming when the woman flew down and picked her

other side of Rainbow Bridge.
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モモトゥ

あ

— 幼い頃に虐待を受けても、人間好きの犬 —

なたは愛してくれますか、
あなたは抱きしめてくれますか、

た。近くの動物病院に運んだところ、前足を骨折していることが判明。
モモの
両足は、
乱暴な中学生にマッチ棒みたいに折られていたのです。

年老いて白髪になった私でも？
獣医の処置もむなしく、それ以来、モモの両前足は曲がったまま、びっこを

モモトゥは素敵に年老いて白髪になりました。
しかし、17歳になったとき、

引き引き歩くことになりました。
ともかくも、
彼女は救出されて、
アークにやっ

発作を起こし始め、悪くなる一方でした。彼女を苦痛から解放してあげよ

て来たわけです。
モモはフレンドリーで愛嬌者でしたが、障害があるために

う——私はそう決断し・
・
・2008年3月13日、モモは安らかな眠りにつきまし

里親が見つからず、私が住む「ハウス」
で飼うことにしました。そう決めたと

た。
あれほどやさしくて、
愛想のよい犬には二度と会えないでしょう。
彼女は、

たんに、
何人もの人が彼女を引き取りたいと申し出たのですが、
私は思いま

愛され、抱きしめられて当然でした。ただひたすら、人々を愛し、
また愛され

した——「今さら彼女をよそにやるものですか。誰もほしがらなかったのに

たいと願う子でした。
その点で、彼女は特別な存在です——人間をこわが

・
・
・」
と。

って憎む犬があるとすれば、モモこそ、
そうなっても不思議ではないはずな
のに。彼女が体験した恐ろしい記憶は、たいていの犬なら、生涯深い傷とし

モモは何年間も素晴らしい「ＰＲ犬」をつとめ、学校や老人ホーム訪問、様

て残り、人間を警戒し、攻撃的になったに違いないからです。モモの物語を

々な催し物で、幅広い年齢層の人に愛される人気者でした。やがて、年とと

ご存じの方も多いと思いますが、
もう一度お話ししましょう。

もに疲れやすくなり、一日がかりのイベントは負担が重すぎると心配されま
した。
ところが、
もっと若い子を私が代わりに連れて行こうとすると、
モモはし

モモを初めて見つけたのは、大阪の高層団地に住む女性でした。
ゴミ捨て

ょんぼりして、
「私じゃだめなの？ 連れてって、
お願いだから。
行きたいよ〜」

場のまわりで懸命に食べ物をあさる白と黒まだらの小さな犬。住民は石や

と訴えるのでした。
その悲しげな小さな顔に動かされて、
「いいよ。いらっし

棒を投げて追い払おうとしますが、犬はまた戻って来るのでした。子犬は、

ゃい」
と私が言おうものなら、
彼女は大喜びで車に飛び乗るのでした。

攻撃されても、なお、
エサがほしくて人々に近寄ってきます。
ある日、女性は、
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団地の高層階の窓からはるか下にいる子犬を見ていました。すると、ひとり

モモはまた、
犬仲間の
「社交上手」
で、
嫉妬や所有欲を見せることも
「ボス風」

の男子中学生が、かたわらの父親にけしかけられ、突然子犬を持ち上げて

を吹かすこともなく、ハウス犬の群れにうまくとけこむのでした。お気に入り

何事かをすると・
・
・犬は苦痛のあまりに悲鳴を上げたではありませんか。
そ

の寝場所はストーブの後ろ、冬場は暖かい特等席です。誰かが話しかけた

れから少年は犬を地面に落としたので、
目撃していた女性はびっくり仰天。

り、名前を呼ぶと、顔をクシャクシャにして喜んだモモ。虹の橋のかなた、天

急いで駆け下りて行って、鳴きながらうずくまっている子犬を抱き上げまし

国で、
きっと彼女は出会うことでしょう——愛し、
抱きしめてくれる人に。

I

モトゥが天国へ行っちゃって、すごくさびしいよ。やさしい
オネエサンだった・・・友だちの間でも、
さわがしい小学生の
クラスでも…いつも静かに笑っていた。
みんな年をとっていくんだ
ね…もちろん僕だって。犬も猫も、年をとると“気持のいいもの”が
ほしくなる。
ありがたいことに、
アークの暮らしは快適だよ——冬
はあたたかい部屋、毛布だっていっぱいあるし……夏はクーラー、
木かげもたっぷりある。毎日のお散歩とブラッシング、
それに、
お医
者さんの健診も——これはちょっと苦手だけどね。町にはかわい
そうな犬がたくさんいる…クサリで小屋につながれたまま、見はな
された犬、
１枚の毛布もなく、寒さ、暑さに苦しみながら、
だれにも
相手にされず、
さびしく死んでいく犬も。主人があきてしまったり、
老犬の世話はしたくないからって、捨てられたり、
ホケンジョに送
られて殺される仲間が大ぜいいるんだ。

土地を手に入れても、
やっとスタート地点に立っただけ。施設をつ
くるには、
たくさんのお金が要る。僕たちアークの犬猫全員も、
いっ
しょうけんめい募金を訴えていくつもり。
みなさん、
よろしくお願い
しますね。
きちんとした計画ができたら、大規模キャンペーンが始
まるはずだけど、
「善はいそげ」…いいことは早めにしましょう。
こ
のプロジェクトにみなさまがご参加くださるよう、バジャーからも
お願いします。
サンクチュアリ基金
郵便振替口座番号 ００９７０ - ９ - ５８７９９
加入者；
（特定非営利活動法人）
アニマルレフュージ関西
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みんなも知ってるように、
アークは、
お年寄りの犬猫をたくさん保
護して、
つらい生涯の終わりに“愛情となぐさめ”をいっぱい与えて
いる。
だけど、
アークのスペースは限られている。年老いた動物を
十分にお世話できる
「サンクチュアリ」
をつくるのが長年の夢だっ
た。
（立地、広さ、ねだん…などから）
ちょうどいい土地をさがすの
はむずかしかった。実は——“公ぜんのヒミツ”（？）
なんだけど——
やっと、
おあつらえむきの土地が見つかったんだ。今のアークは、
さ
わがしくて混雑しているから、
お年寄りにはよけいなストレスにな
る。今度は、豊かな自然にかこまれた静かな所なんだって。
「 動物
がいちばん」
だけど、人間のことも大事だよね。
ゆったりとしたカン
キョウで、
スタッフも仕事をしやすいし、訪ねてくるお客さんも、犬
猫といっしょに、
のんびりと楽しめる。遊び場もいっぱいあるし…ク
リニックもつくる。
もちろん、僕たちの居場所は、“どうぶつの気持
ち”を考えた最高のお部屋になるんだって。

ARK as you know takes in as many old dogs
and cats as it can to give them a lot of love and
comfort at the end of their lives but we have
always been limited by space. For many years
now it has been our dream to have a Sanctuary
where we can care for more ageing animals but
finding the right place (location, space, price and
so on), has been a problem. Now, and this is an
open secret, we have found the perfect piece of
land. In contrast to ARK which is always busy,
noisy and crowded meaning older animals get
a lot of unnecessary stress, our new place will
be more tranquil in a country setting surrounded
by nature. Animals will of course have priority
but people will not be neglected. The staff will
be able to do their work more easily, visitors will
be able to relax enjoying the company of dogs
and cats. There will be lots of play areas, a clinic
and of course super rooms designed with our
comfort in mind.

A VOICE FOR ANIMALS

モ

keep remembering Momo Too who passed over
Rainbow Bridge recently, I miss her so much.
What a fantastic easy-going dog she was, ever
smiling whether meeting other dogs or in front
of a class of noisy school children. It reminds me
too that we are all getting older, myself included.
Dogs and cats like a few home comforts in their
old age. Fortunately here at ARK we have a
comfortable life; warm room in winter with lots
of blankets, cooler in summer with lots of shade.
regular walks, brushing and check ups from the
vet, though we don’t necessarily enjoy this latter
kind of attention. I feel so sorry for all those dogs
out there, that are chained to kennels unloved,
suffering heat and cold, no blankets and often left
neglected and suffering to die alone. And many
that are thrown away or taken to be gassed at
the hokensho, just because their owners grow
tired of them or can’t be bothered to care for
them in old age.

Buying the land is just the starting point. To build
this facility will cost lots and lots of money and all
us cats and dogs at ARK will be putting out our
own appeals. Will you join us ? Although we will
be launching a big appeal soon once the designs
and plans are in place, it is never too soon to start
the ball rolling. For more details of the Sanctuary
plan please contact ARK, we need all of you to
take part in this exciting new project.
Sanctuary Fund Appeal
P.O. a/c no. 00970-9-58799
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Pet Sterilization Becomes Law in LA

M

ayor Antonio Villaraigosa has signed one of the nation’s toughest laws on

The ordinance brings the nation’s second-largest city into line with about a dozen

pet sterilization, requiring most dogs and cats to be spayed or neutered

of its neighbors that have similar laws. Many states require animals adopted from

by the time they are four months old. The ordinance is aimed at reducing and

shelters to be sterilized, and New York City requires the same for animals bought

eventually eliminating the thousands of euthanizations conducted in Los Angeles’

from pet shops, but restrictions such as those in Southern California are rare.

animal shelters every year.

A 2006 Rhode Island law requires most cats to be sterilized. A measure similar
to Los Angeles’ passed the California Assembly last year but did not gain state

“We will, sooner rather than later, become a no-kill city and this is the greatest step

Senate support.

in that direction,” Councilman Tony Cardenas said as he held a kitten at a City Hall
news conference. Councilman Richard Alarcon, who like Cardenas is a co-author

Los Angeles animal shelters took in 50,000 cats and dogs last year and euthanized

of the bill, brought his two pet Chihuahuas to the event to be neutered in a van

approximately 15,000 at a cost of $2 million, according to city officials.

operated by the city.
Bob Barker, the retired game-show host who famously ended every “Price is
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The ordinance does exempt some animals, including those that have competed

Right” show with a call for sterilizing pets, pushed for the law’s adoption and was

in shows or sporting competitions, guide dogs, animals used by police agencies

among those at Tuesday’s news conference. “The next time that you hear me say,

and those belonging to professional breeders. The average pet owner, however,

‘Help control the pet population, have your pet spayed or neutered,’ I can add, ‘It’s

must have their dog or cat spayed or neutered by the time it reaches four months

the law in Los Angeles,’” a jubilant Barker said. -

of age (as late as six months with a letter from a veterinarian). People with older
unneutered pets and newcomers to the city with animals also have to obey the
law.
First-time offenders will receive information on subsidized sterilization services
and be given an additional 60 days. If they still fail to comply they could be fined
$100 and ordered to serve eight hours of community service. A subsequent
offense could result in a $500 fine or 40 hours of community service.
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ロサンゼルスで「ペット不妊法」が可決

ロ

サンゼルスのアントニオ・ビラライゴサ市長はペットの不妊手術に

は、40時間の地域奉仕が命じられます。

関する米国でも最も厳しい法律の一つに署名をしました。大部分

の犬猫について、生後4か月までに避妊去勢手術の実施を飼い主に義務

条例により、全米第二の大都市ロサンゼルスは、すでに同様の法律を持

付けるというものです。条例は、ロサンゼルスの動物シェルターで毎年安

つ近隣の都市（10ほどの自治体）の仲間入りをすることになります。

楽死処分される動物の頭数を減少させ、ひいてはゼロにすることを目指し
ています。

シェルターから貰い受けた動物に不妊手術を義務付けている州は多く、
ニューヨーク州ではペットショップから購入した動物にも同様の措置を

「私どもは、近い将来“動物を殺さない”市になりたいと願っていますが、

求めていますが、
この南部カリフォルニアのような規制は珍しい例です。

この条例はその目標に向けての大きな一歩です」
と、市会議員トニー・カ

2006年のロードアイランド州条例では、猫の不妊手術を義務化していま

ルデナス氏は、市役所での記者会見で子猫を抱きながら述べました。カ

す。ロサンゼルスと同様の法案が昨年カリフォルニア州下院議会で可決さ

ルデナス氏とともに法案の共同立案者であるリチャード・アラルコン議員

れたものの、上院議会の支持を得られませんでした。

は、市が運営する車の中で不妊手術を行なうイベントに愛犬のチワワ2匹
を連れて参加しました。

ロサンゼルス市役所によれば、昨年、市の動物シェルターは5万匹の犬猫
を収容し、200万ドルの費用をかけて約1万5千匹を安楽死させたとのこ

この条例が適用されず、特別免除される犬猫もあります——ショウやス

と。

ポーツ競技会に出場するもの、盲導犬、警察犬、繁殖業者所有の動物など
です。

長年ゲームショウの司会者をつとめたボブ・バーカー氏は、かつて、
（値段
当てクイズ）
「プライス・イズ・ライト」の最後を、毎回、
「ペットに不妊手術

一般飼育者は、ペット犬/猫が生後4か月に達する前に避妊/去勢手術を受

をしましょう」
と締めくくるので有名でした。法案通過を強力に推進した氏

けさせなければなりません。
（ただし、獣医師の指示書により6か月まで延

は、可決後の記者会見に姿を見せたひとりです。

ばすことが可能。）年齢がそれ以上のペットの飼い主で不妊処置を済ませ
ていない者も、
また、他市から最近転入してきた新市民も、法律に従うこと

「“ペット数抑制に皆様のご協力を！あなたのペットに避妊/去勢手術をし

が求められます。

ましょう”と次に私が言うときは、
こう付け加えなくては」——バーカー氏
は晴れやかな顔で述べました——「“ロサンゼルスでは法律で義務付け

違反者には、初犯の場合、不妊手術助成制度について説明し、
さらに60日
延長の猶予期間を与えます。それでも従わない者には、100ドルの罰金と
8時間の地域奉仕活動が課されます。再犯の場合は、500ドルの罰金、
また
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られていますよ”と。」

Lord Byron's poem

バイロンの詩

(continued from the cover quote)

Remembering special friends who

When some proud Son of Man returns to Earth,

crossed

The sculptor’s art exhausts the pomp of woe,

虹の橋の向こうに去った友人たち

over

Unknown by Glory, but upheld by Birth,

Rainbow

Bridge

recently

And storied urns record who rests below.

（表紙の句に続けて）
気位高い人の子が土に還るとき、
誇れる名声はなくても 家柄に守られ、
彫工が哀悼の美辞を尽くして、
墓誌に刻むは故人の物語。

の思い出に寄せて

When all is done, upon the Tomb is seen,

完成した墓誌銘は、

But the poor Dog, in life the firmest friend,

しかるに、犬はあわれ、生きている間は無二の友、

Not what he was, but what he should have been.

死者の実像とは離れた理想の姿。

The first to welcome, foremost to defend,

一番に主を出迎え 必死で護り抜く、

Whose honest heart is still his Master’s own,

その誠実な心は未だに主人のもの、

Who labors, fights, lives, breathes for him alone,

働き、闘い、生き、休む間もひたすら仕え、

Unhonored falls, unnoticed all his worth,

報われずに死んでいく、真価を認められないまま、

Denied in heaven the Soul he held on earth –

地上で持ち得た魂を天で拒まれる。
かたや、人間、虚栄に満ちた虫けらは、許しを求め、

And claims himself a sole exclusive heaven.
Oh man! thou feeble tenant of an hour,

天は自分ひとりのものと主張する。
Lucca ルッカ

人間、仮の世に間借りする弱きもの、

Debased by slavery, or corrupt by power –

隷属によって堕落し、権力を得て腐敗する—

Who knows thee well must quit thee with disgust,

よく知る者から愛想をつかされ、

Degraded mass of animated dust!

卑しくも生きのびる、数多の塵のごとくに！

Thy love is lust, thy friendship all a cheat,

お前の愛は肉慾、その友情は偽り、

Thy tongue hypocrisy, thy words deceit!

お前の話は偽善、その言葉は欺瞞！

By nature vile, ennoble but by name,

生来邪悪ながら、高貴な扱いは家名のおかげ、

Ye, who perchance behold this simple urn,

この素朴な墓碑を目にしても、

Each kindred brute might bid thee blush for shame.

同類の輩が恥知らずな言葉を投げつける。

Pass on – it honors none you wish to mourn.

通り過ぎるがよい—君たちには無用のものだから。

To mark a friend’s remains these stones arise;

墓標が示すは親友の亡骸
我が生涯の友—ここに眠る。

Roo ルー
Lord Byron

Japan Cat Network
seeks help

J

apan Cat Network was recently called to
a park in Hirakata City, by a local resident.

Motivated by the need to rescue a very sick cat,
he wanted help starting a TNR programme in
the park.

バイロン

ジャパン・キャット・ネットワークからのお願い

ジ

ャパン・キャット・ネットワーク
（JCN）は最近、依頼をうけて枚方市内の公園
を訪ねました。当初の目的は、重病の猫の保護。依頼人の男性は、
これを機

に、
公園内でTNR
（Trap-Neuter-Release: 野良猫を捕獲し、
不妊手術を施し、
元の場
所に戻す）
の取り組みを始める意向でした。
ところが公園には、
推定で100匹以上の猫が住み着いていました！ 熱心なボラン

We estimate that over 100 cats are living there.

ティアさんや地元グループの助けをかりて、JCNはこれまでに61匹の猫に不妊手術

With the help of amazing local groups and volunteers, we have so far neutered, and

を済ませました。手術済みの猫の耳には目印として小さなカットを入れ、全部の猫

then returned, 61 cats. Cats ears were tipped, photos were taken and an album will

の写真をとりました。撮った写真はアルバムに綴じ、JCNのビジターセンターで閲覧

be put on display in the visitors’ center. We’ve also rescued 16 kittens from the park,

できるようにします。
また、
16匹の猫を保護しました。
多くは、
生後１週-３週の、
授乳

many abandoned at 1 to 3 weeks old, and needing bottle feeding.

が必要な子猫です。
目覚ましいスタートをきった私たちの活動に触発されて、他の

The project has gotten off to such a great start that other parks have already

いくつかの公園からも、
同様の取り組みをしたいという問い合わせが来ています。

shown interest in starting similar efforts. Animal Refuge Kansai has contributed

アニマルレフュージ関西（ARK）からは、
このプロジェクトを支えるために30万円

¥300,000 to the project, we’ve received donations from concerned individuals and

の援助を頂きました。他にも、関心を持って頂いた個人の方や、JAWS大阪および枚

are also receiving subsidies from JAWS Osaka and Hirakata City. We do need more

方市からも援助を頂きました。
しかしながら、
不妊去勢の取り組みをさらに進めてい

money to continue the spay/neuter operations and to cover expenses for rescued

くために、
また、
猫たちを保護しケアしていくためには、
さらなる費用が必要です。

cats and kittens. In particular, we are in need of kitten milk and kitten food, more

いま切実に必要としているのは、猫用ミルクや猫のフード、
ケージなどです。
その

cages, foster families with some experience caring for young kittens, as well as

ほか、子猫を世話した経験のあるフォスターさん
（一時預かりをしてくれる御家庭）
、

adoptive families. For more information on the Hirakata City Project, and the cats

そしてもちろん、
猫の里親さんも募集しています！

and kittens rescued from the park, please visit the website:

http://www.japancatnet.com/
Anyone interested in joining us on trapping dates, or contributing in some other way,
please contact Susan or David:

info@japancatnet.com

Donation : Japan Post Bank 14650-14371901
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I never knew but one – and here he lies.

A VOICE FOR ANIMALS

While man, vain insect! hopes to be forgiven,

枚方市でのTNR計画についてもっとお知りになりたい方は、JCNのホームページ
をご覧ください。

http://www.japancatnet.com/

猫の捕獲を手伝ってくださる方、
そのほか、何らかの形でJCNの活動をサポートして
頂ける方は、
ぜひスーザンまたはデービッドまでご連絡ください。

Eメール : info@japancatnet.com
寄付金はこちらまで： ゆうちょ銀行 14650-14371901
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ARK NOTICE BOARD

ARK
A Voice for Animals

A/C Numbers
送金方法のご案内

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

Calling ARK?
ARK Office アーク事務局
Tel : 072-737-0712 <10:00〜17:00>
Fax : 072-737-1886 <随時>
毎週水曜日は休苑日とさせて頂きます。
Office closed on WEDNESDAY

Visiting ARK?

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

A VOICE FOR ANIMALS

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

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

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

ARK DIARY
			

アークをご支援下さる皆様方へ

２月

通信にかかる費用を少しでも減らし、
その費用を動物達の

２４日 神戸Green Dogにて里親会

医療費や餌代として活用出来ないかと思案しております。

２４日 福岡にてオリバー講演会

いただいたご寄付に対する礼状を不要とされる方は、
お

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

Tel: 072-737-0712 (1885)
Fax: 072-737-1886
******************************************
E-mail:
一般
グッズ販売用
Web site

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

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

アークは、非営利・非政治の私設団体で、
動物を愛し、積極的に動物への救いの
手を差しのべようとしている人たちへの
ネットワークをつくることを目的として、
1990年に設立されました。

手数ですが、
アーク事務局までご連絡をお願い致します。
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既にご協力下さっている皆様へは、
この場をお借りして御

３月

礼申し上げます。

６日 FM COCOLO取材
７日 北海道新聞取材
１４日〜２７日 ジリアン・スコット女史来日
１７日 神戸Green Dogにてペットケア講座開催
１８日 箕面にてペットケア講座開催
２０日 徳島にてペットケア講座開催
３０日 神戸てづくり市出店

			

４月

２０日 神戸Green Dogにて里親会
２６日 日英協会バザー出店

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

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。

ARKで必要とするもの

Things we need
犬用：処方食(c/d, z/d, i/d, phコントロー
ル)、
ドライフード（メンテナンス、シニア）、
缶詰、
プレミアカラー、マズル(Mサイズ,先
のあるもの)、プラスチック製の大型犬用
ベッド、中型犬用ハーネス＆首輪、エリザ
ベスカラー（特に4L）
猫用：缶詰、かつお節、にぼし、
ドライフー
ド、おもちゃ、処方食(w/d, phコントロー
ル)、小さめのベッド、爪研ぎ

一般：45Lゴミ袋、新聞紙、ハイター、柄の長いほうき＆ちりとり、
ブリキのバケツ、デッキブ
ラシ、水切り用のゴムベラ、カット綿(4x4cm)、生理食塩水、洗濯用洗剤(環境にやさしいも
の)、布ガムテープ、セロテープ、ペットシーツ、ロール状のビニール袋(20x30cm位)、犬用包
帯（ベトラップ）、キッチンペーパー、ティッシュぺーパー、
トイレットペーパー、
ミネラルウォ
ーター、
ドッグフードの空袋（大）、バリカンの替刃（スピーディック用）、
ドライヤー（ハンド
タイプ）、
ターバンタオル、ベビースケール(10g単位)、DVD-R、DVD-RW、
プリンターインク
（
Canon iP6100D）、8〜9kg用洗濯機、すだれ（180x180cm）、小動物用トイレのウッドリター
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Dog : z/d, c/d, i/d, dried senior/maintenance,
canned food, Premier Collars; S/M/L
Cat: Dried maintenance/senior, canned food,
toilet sand, scratching boards, cat beds,toys,
katsuobushi, dried bonito flakes
General: bamboo screens for shade.
yard brushes, metal buckets, cottonwool,
bleach, floor cleansers, antiseptic soap for hands, washing powder, elasticated vet wrap, sterilized water for clinic use, large paper (food) bags
(used OK), mineral water, pet sheets, dog trimming scissors, dog muzzles
m-size, tissue paper, toilet paper, packing tape, sellotape, 45l garbage
bags, poo bags, bedding plants for garden.
DVD-R discs, Printer ink for Canon iP6100D printer.

