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Not the least hard thing to bear when they go from us, these quiet friends, is that they carry away
with them so many years of our own lives.
John Galsworthy
いつも傍らにいた友を失って何よりもこたえるのは、
その魂がこの世を離れるときに、
わが人生最良の年月
を連れ去ってしまうこと。
ジョン・ゴールズワージ

Dogs falling apart

Elizabeth Oliver

done:

integrity of such a process.

“The Dogs Trust is aware that there are many genetic defects in pedigree dogs

W

e all know how crazy the world of dog breeding is in this country; poodles

The disturbing footage of a Cavalier King Charles spaniel writhing in agony is

which cause significant health and welfare problems. We see many afflicted dogs

they are firmly focused on the health and well being of the dog, not the

bred to fit into a teacup, blue chihuahaus, and now the craze for mix

due to syringomyelia, a disease which is estimated to affect up to a third of the

in our Rehoming Centres and deal with the consequences. Not just the physical

aesthetics of the breed. Breeders and show judges must adhere to these

n’match. Without any inspections, regulations or standards the underworld of

breed, the sixth most popular breed in the UK and the sickest. “They have been

problems but also the mental anguish. We believe that the following four steps

the dog breeding industry flourishes in Japan. For every tiny puppy sold for an

bred with skulls too small for their brains,” explains veterinary neurologist Clare

would help reduce the suffering of some pedigree dogs.

astonomical sum to gullible consumers in a pet store, there are thousands that

Rusbridge: “the Cavalier’s brain is like a size 10 foot that has been shoved into a

suffer and die or are killed in backyard breeding factories, hidden from public

size six shoe – it doesn’t fit.” The disease started in the 1950s/60s and spread.

eye in the countryside. When we come across one, which we did recently, when

Cavaliers also suffer from heart disease and by the time they are ten all Cavaliers

the breeder owner was killed in a traffic accident, and from where we took in 32

have a heart murmur which is 25 times more common than in cross breeds.

minature dogs, we know this situation is but the tip of the iceberg.

“Crufts is a parade of mutants, “ says chief vet of the RSPCA Mark Evans, “ it is a
beauty pageant that has nothing to do with health and welfare. It is an obsession

Encarcerated in tiny cages piled one on another inside a dirty prefab, these little

with beauty, a ridiculous concept of that is how dogs should look like, something

breeding machines had spent their entire lives, without walks or the chance to

written on a piece of paper with no account of temperament, or fitness of purpose

enjoy fresh air or sunshine, forced to stand and sleep on top of a pile of their own

for a pet animal. “

from. Although we always urge people to first consider a rescue dog, if they
1. Existing legislation needs to be changed to prevent inappropriate breeding
practices such as those highlighted in the programme.

How has all this come about ? Dogs were originally bred for function; hunting,

taken care of when they went for neutering. Other health factors had to be dealt

guarding and so on but in the mid-19th century, dogs became status symbols

with; mammary tumours, slipped patellas and possibly genetic abnormalities.

for the Victorians. The first dogs shows were held in the 1850s and since they

One skewbald daschund with blue eyes, (abnormal colouring for a daschund) is

needed organization, the Kennel Club was formed in 1873. The programme

deaf and probably blind and yet this dog was being bred from. We just keep our

reveals that dogs are dangerously inbred; mother-to-son, brother-to-sister

fingers crossed that these little rescued dogs will live long, healthy and happy

matings are common and that the Kennel Club continues to register these dogs.

lives with their new families.

But the cause of all this, is competitive showing.

We have grown used to this situation here in Japan but in Britain ? the original

Daschunds: now have much shorter legs than their ancestors 100 years ago.

home of many of our popular breeds, where the Kennel Club is a venerated body

Bull Terriers: the shape of the head has changed dramatically.

overseeing breed registration, where the most famous dog show in the world

German Shepherds: working German Shepherds used by the police look like the

CRUFTS sets high standards for pedigree dogs, a country we regard as a leader

original dogs while the show dogs have a taxing gait, moving from side to side,

in animal welfare; nothing wrong there, is there ? Sad to say but “YES.”

do want a pedigree, people should buy from a Kennel Club accredited
breeder. They must find out the dogs genetic heritage and get a screen test

2. There needs to be genetic screening of all breeding stock and the assured

before buying. Let’s not pander to uncaring breeders.”

こわれゆく犬

エリザベス・オリバー

日

本における犬の繁殖業界がどんなに異常であるかは、
よく知られた

苦痛を止めるすべがないとのこと。
てんかん発作を繰り返す若いボクサー

て異犬種間のかけ合わせまでが流行する始末。犬の繁殖に関する何の監

たペキニーズは、優勝トロフィーを受ける間、氷嚢の上にすわって体のほ

視体制も、規制や基準もないため、闇組織がはびこっています。
ペットショ

ップでは、子犬が目玉の飛び出るような値段で世間知らずの消費者に売

られていますが、一つの
「高額商品」が産み出される裏には、
ひっそりと、

犬を抱いて途方に暮れる飼い主。2003年「クラフツ」
の最優秀犬に輝い

てりを防がなければならず… また、呼吸できるように、軟口蓋を切除し

ていたことが判明しました。深刻な遺伝性疾患を抱えながら、子孫をつく

る種犬として利用されてきたチャンピオン犬や、純粋に
「美容上の」理由か

人里離れた繁殖場で、苦しみながら息絶え、
あるいは殺されていく何千も

ら子犬を間引くブリーダーについても、
明らかにされました。

小型犬32匹を保護したのですが、
その経験からも、
これが特殊なケース

UCL（ロンドン・ユニバーシティ・カレッジ）遺伝子学科教授のスティーブ・

の命があります。最近、私どもは、交通事故で死んだブリーダーが残した
ではなく、
氷山の一角に過ぎないと痛感しました。

救出された小型犬は、汚いプレハブの中に積み重ねられた狭いケージの

ジョーンズ氏は、
動物の繁殖に関して二つの点を指摘しています——

「第一に、非合法だから人間には適用できない方法を、動物に対しては

実施していること。第二に、動物の健康という観点から見ると、信じがたい

ほどの異常繁殖を行なっていること。」
そして、
「きわめて深刻な遺伝性疾

“half dog, half frog.”

きせざるを得なかったのです。
ごわごわの毛玉をときほぐし、
おしっこ臭さ

るなら、
その子孫にさらに深刻な苦痛を与えるにちがいない。彼らの大半

On August 19th 2008, the entire dog loving public in Britain was shocked by

Breeds standards are laid down in the Kennel Club BIBLE; shape, colour, size but

ついた歯は、不妊手術のときに手入れすることとして…

a BBC documentary, ‘Pedigree Dogs Exposed.’ The repercussions have been

every breed has problems:

enormous; the Dogs Trust (the largest dog charity in the UK) together with the

Labradors: joint and eye problems

RSPCA and the PDSA have announced they are pulling out of Crufts, as has MARS

Springer spaniels: enzyme deficiency

(pet foods; Walthams, Pedigree Chum ) which is withdrawing its sponsorship of

Golden Retrievers: high incidence of cancer

the event. The BBC after 40 years of covering the event may withdraw too, and

Westies: beset by allergies

even the Queen is considering withdrawing her patronage of the Kennel Club.

Boxers: heart disease, high incidence of cancer especially brain tumours and

Shown in the programme a pug gasps for breath, his face so flat he damages his

Pugs: “more genetically compromised than the Giant Panda”; knee cap

eyes if he bumps into things; a Cavalier King Charles spaniel writhes in agony,

slipping. stomach protruding into the chest cavity, breathing problems,

and has to be put to sleep to end its pain; a distraught owner hold his young

collapse of soft palate, inrolling lower eyelid, screwed tails leading to

Boxer who is having a series of epileptic fits; the 2003 Best of Show at Crufts, a

curvature of the spine.

Pekinese is shown sitting on an icepack to stop him overheating as he receives
his trophy, the same dog was found to have had surgery, a soft palate resection,

Bulldogs: Their unnatural shape means that most can no longer mate or give

患に苦しむ犬種が少なからずあり、
ブリーダーがこのやり方を強引に続け

を取り除いて毛並みを整えるのに何時間もかかりました。歯垢がこびり

とまではいかなくても、多くが生き残ることさえむずかしいと危惧される。

瘍、膝蓋骨脱臼、遺伝性疾患など、治療を要する健康障害があります。
白

ことになるだろう。
」
と付け加えています。

いのに、繁殖用に使われてきました。救出されたこれらの小型犬が、新し

激痛に苦しむキャバリア・キングチャールズ・スパニエルの場合、原因はこ

他にも、乳腺腫

茶ぶちで青い目のダックスフントは、耳が聞こえず、
（おそらく）
目も見えな

い家庭に入り、
健康で幸せに長生きしてほしいと、
心から祈るばかりです。
日本ではこうした事情が珍しくありませんが、英国でも同様だとすれば？
日本人に好まれる多くの犬種の原産地であり、
「ケンネルクラブ」
という
由緒正しい団体が犬種登録を管理し、世界一有名なドッグショー「クラフ

行き過ぎた近親交配の結果、繁殖機能が失われ、遺伝子が行き場を失う

の犬種に多い
「脊髄空洞症」
という病気で、全キャバリアの3分の1が罹患

するとか。
キャバリアは最も病気になりやすい犬と言われていますが、英

国で人気犬種第6位にランキングされています。
「キャバリアの頭蓋骨は

脳の大きさに比べて小さすぎます——例えて言えば、27cmの足を23の

靴に押し込むようなもので、合うはずないのです」
と獣医学神経科医のク

ツ」
が純血種犬の水準を高めているなど、動物福祉先進国として一目置か

レア・ラスブリッジ氏は説明しています。
この病気は1950年代〜60年代

ところが、今、
ほかならぬ犬問題がイギリス社会に波紋を投げかけている

も見られ、心雑音数を雑種犬と比較した場合、一般に、
キャバリアの方が、

れている英国で、
まさか、
そんなことがあるはずない… と思うでしょう？

のです。

頃に広がり始めました。
また、10歳以前に心臓疾患にかかりやすい傾向
25倍も多いということです。

birth unassisted.

2008年8月19日、BBCで放映されたドキュメンタリーが、
自他ともに犬

to enable it to breathe. It also exposes other show champions that continue to
sire puppies despite having serious inherited diseases and other breeders culling

Breeders discard dogs that deviate from the breed standard:

puppies on purely ‘cosmetic’ grounds.

Rhodesian Ridgebacks: the ridge is a form of spina bifida that can cause health
problems. 1 in 20 are born without the ridge and therefore culled. But the ridges

Steve Jones, Professor of Genetics, University College London, UCL, says:

歩も、新鮮な空気や日光に触れることもなく、垂れ流した糞尿の上で寝起

WINTER 2008

WINTER 2008

中に閉じ込められ、
「繁殖マシーン」
として一生を過ごしてきました——散
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mats and stink of urine. Their teeth were encrusted with plaque but this would be

revised breed standards.
4. When people buy a dog, they need to think about where they are buying it

こと——ティーカップに入る大きさのプードル、青毛のチワワ、
そし

urine and feces. It took many hours of grooming and trimming to get rid of all the

epilepsy.

are actually a deformity and it is the healthy puppies that are culled.

humans and secondly is absolutely insane from the point of view of the health of

White coloured Great Danes, German Shepherds and Boxers are also culled and

the animals.” He adds, “In some breeds they are paying a terrible, terrible price in

Dalmatians with spots in the ‘wrong place’.

genetic disease. If the dog breeders insist on going further down that road, I can
say with confidence really that there is a universe of suffering waiting for many

It looks like the British pedigree dog world will now have to put its house in order.

of these breeds – and many if not most of these breeds will not survive. They will

Many vets have posted their opinions on the Internet confirming the range of

get so inbred that they will be unable to reproduce and their genes will come to

problems exposed by the programme which they face in their surgeries everyday.

a dead end.”

And the Dogs Trust has issued the following statement on what needs to be

RSPCA主任獣医師であるマーク・エバンズ氏によれば、
「クラフツは、
ま

好きと認める英国民に大きな衝撃を与えました。
「純血種犬の実態をあば

さに、異様なミュータント
（変種体）
のオンパレード。華麗な見世物であっ

護団体である）
「ドッグズトラスト」
とRSPCA（王立動物虐待防止協会）
と

紙に書かれた基準に合わせて姿、形を競い、
あくまでも“美”を至上とする

く」
と題された番組に対する反響はすざまじいもので、
（英国最大の犬保

（英国最大の動物医療慈善団体である）PDSAは、共に
「クラフツ」から
の撤退を表明し、
さらには、
ウォルサム、
ペディグリー・チャムなどのブラン

“People are carrying out breeding which would be, first of all, be entirely illegal in

2

3. Breed standards need to be reviewed and where necessary revised to ensure

ても、動物の健康や福祉とは無縁の世界。犬の気性や適性とは関係なく、
馬鹿げた考えに基づいている」
のです。

ドで知られる大手ペットフードメーカーのMARSもスポンサーを降りると

どうして、
このようになったのでしょうか。犬は、本来、狩猟、護衛など、役目

女王陛下も、
「ケンネルクラブ」
のパトロンを辞するかもしれないとか。

ちの間で、
ステータスシンボルになりました。最初のドッグショーが開催さ

番組の中には、様々な犬が登場します。呼吸するのも苦しそうなパグは、

ブが創設されるに至ったのです。BBCの番組によれば、母犬と子犬、兄妹

激痛に苦しむキャバリア・キングチャールズ・スパニエルは、安楽死以外に

登録し続けました。
しかし、
もとはと言えば、犬種美を競うドッグショーの

表明。40年間ショーの様子を放送してきたBBCも手を引くとほのめかし、

顔が扁平すぎて、何かにぶつかった拍子に目を傷つける恐れがあります。

を果たすために繁殖されてきましたが、19世紀半ば、
ビクトリア朝の人た

れたのは1850年代で、統括組織が必要なため、1873年にケンネルクラ
犬間など、危険な近親交配も当たり前で、
ケンネルクラブはこれらの犬を

3

あり方が元凶なのです。
その結果、何が起きたか…

にある」
ダルメシアンも処分されます。

例えばダックスフントは、100年前の先祖と比べてずっと短足になり、
ブル

て、改める必要があるでしょう。多くの獣医師がインターネット上に見解を

が、
のそのそと体をゆすって審査員の前を歩く姿はまるで蛙のようです。

面していると証言しています。
「ドッグズ・トラスト」
は声明書を出し、
早急に

ケンネルクラブの
「バイブル」
には、各犬種のスタンダードが、形、色、
サイ

ズ…

など細かく規定されています。
ところが、純血犬種には様々な健康

問題があります。

２．全品種の繁殖用犬について遺伝学的スクリーニングを実施し、管理を

為を防ぐ。

徹底する。

の衰え、下まぶたの巻き込み、尻尾のねじれが脊柱湾曲を誘発…

３．犬種スタンダードを見直し、必要に応じて改正する。犬種の美的価値

ブルドッグ： 不自然な体形のため、介助なしには交尾も出産もできない

ーダー、及び、
ドッグショー審査官は、改正された犬種スタンダードに

ニュース

of Verbania founded in the 80s by a group of volunteers and funded entirely

was a spectacular venue for the event with around 220 participants from around

by donations. The shelter has its own clinic where local vets come to treat the

the world attending lectures and workshops for three days. As usual there was

animals and do routine spay-neuter surgery. There are around 90 dogs and a few

a wide gap between advanced animal welfare countries and others who are

cats looked after by three staff and a large number of volunteers. It is good to see

struggling with very little means to do their best to help animals. But thanks to this

how a municipality and volunteer group work hand in hand to save animals and

annual conference amazing strides have been made. Briar Simpson from Tokyo

find them new homes.

looking healthy on the excellent fish diet from the lake, and cared for by local

* among dogs that bite, small breeds are worst

residents. Likewise the houses and narrow streets of the little towns remain as

* in Singapore the ban there on feeding stray street dogs has led to increased

they have for centuries, clean and well-cared for. In all public areas are dog-poo

traffic accidents

collection boxes where people can get free poo bags to make sure everyone

* in Sweden there are no stray dogs although only 7% neuter their pet dogs

cleans up after their dog !

もらうことを第一に考えてほしいと我々は希望する。
だが、血統書付き
買うこと。購入前に、犬の遺伝学的履歴を調べて、検査を受けさせる必

Around Verbania and on the islands in the Lake are many community cats, all

要がある。
悪質なブリーダーにだまされないように注意すること。
」

第10回 国際コンパニオンアニマル福祉会議
英国のドッグズトラスト主催による第10回ICAWC（国際コンパニオンア

売れてます！
アークの写真集

ふさわしい風光明媚な湖畔の町に、世界各地から約220名の参加者が集

る財源で設立しました。敷地内には付属診療所もあって、地元の獣医師

ら、動物福祉先進国と、苦しい事情の中で動物を救おうと必死で闘ってい

原田京子氏の素敵な写真に加えて、英文訳もつ

る後進国との格差は大きいものの、毎年開かれるこの会議は大きな成果

いた読み応えのある一冊です。
クリスマスのプレゼ

をもたらしてきました。
「東京アーク」
のブライア・シンプソン、徳島県の
「ハ

ントにもぴったり！ ご希望の方は、
ニュースレター

ート」
代表、
スーザン・マーサーさんも日本から出席しました。

72に同封された注文用紙をFAXいただくか、
また
はお近くの書店にてお買い求めください。

次に、
会議の記録から興味深いものを一部ご紹介します：

「Rescue
（レスキュー）
!
エリザベス・オリバーの動物シェルター 」
ブックマン社 １冊税込￥2100

私どもは、
また、地元の動物保護施設、
「（主に犬の保護にあたる）
ヴェルバ

ニア動物シェルター」
を訪問する機会を得ました。
ヴェルバニア地方自治

い、3日間、講義を受けたり、
ワークショップに出たりしました。
いつもなが

ランキングの単行本部門で第３位にランクイン。

エリザベス・オリバー

ニマル福祉会議）
は、10月末に、北イタリアのマジョーレ湖に面した保養

地、
ストレーザで開かれました。雪をいただく山々に囲まれ、会議開催地に

発売初週から、紀伊国屋新宿店の週刊売り上げ

ARK卓上カレンダー完売！
壁掛けカレンダーは販売中

Rifugio del Cane” Animal Shelter,’ which is a municipal shelter in the Province

at the end of October. The lake setting surrounded by snow capped mountains

＊咬む犬の中で、
数種の小型犬が最悪である。

＊シンガポールでは、野良犬に餌をやることを法律で禁じた結果、交通事
故に遭う犬が増えた。

＊スエーデンでは、飼い犬の７％しか不妊手術を受けていないのに、町に

体による公営施設で、1980年代に、
あるボランティア団体が寄付金によ

が医療にあたり、避妊去勢手術も常時行なっています。
スタッフ３名と多

数のボランティアが犬約90頭と猫数匹の面倒を見ています。
自治体当局

とボランティアグループとが、
どのように協力して動物を救出し、
リホーミ
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ARK

We also had the chance to visit the local animal shelter, ‘Il canile Di Verbania “

organized by Britain’s Dogs Trust was held in Stresa on Lake Maggiore, Italy

Among some quotations gleaned from the conference:

純血種にこだわる向きは、必ず、
ケンネルクラブ公認のブリーダーから

トデーン、
ジャーマンシェパード、
ボクサーも、
また、斑点が「間違った場所

he tenth International Companion Animal Welfare ICAWC conference,

忠実でなければならない。

れつきリッジ（背筋の隆起）
がないため間引かれます。
ところが、
「リッジ」
と
命を断たれているのは健康な子犬の方なのです。
ほかにも、
白毛のグレー

T

ARK and Susan Mercer from HEART Tokushima also came from Japan.

４．犬を買うときは、入手方法を考慮すべきである。
シェルターから犬を

は健康障害を引き起こす脊椎披裂の一種。実際には奇形です。
ですから、

cats, 80% of owned cats and 3% of feral cats are neutered

ではなく、
あくまでも、犬の健康と福祉に焦点を当てるべきである。
ブリ

またブリーダーは、
スタンダードからはずれた犬を処分します。例えばロ

ーデシアン・リッジバックの場合。
この犬種の子犬20頭につき1頭は、生ま

*in the USA, where there are 82 million pet cats and the same number of feral
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パグ： 「ジャイアントパンダ以上に遺伝上危険な種」
といわれる——

など様々な問題

* killing of feral cats is based on fear not data, removing cats from one place

刻な問題を引き起こすものと、
ドッグズトラストは認識している。我々のリ

１．現行の法律を改正し、BBCの番組で強調されていた不適切な繁殖行

膝蓋骨脱臼、
胃が胸郭に突き出るヘルニア症、呼吸困難、
軟口蓋

* the highest risk from anaesthesia is in the post-operation recovery stage

「純血種犬には様々な遺伝性欠陥が見られ、健康上、
また、福祉上の深

ウェスティ： アレルギー症状

ボクサー： 心臓病、癌の発生率が高い
（特に、脳腫瘍）、
てんかん

put up for adoption; 20,000 people offered a home to her.

leaves a vacuum for others to move in

置が有効であると信ずる。

ゴールデン・レトリーバー： 癌発生率が高い

to safety from a burning building and got badly burnt herself in the process was

とるべき対策を述べています。

直面し、対応している。純血種犬の苦痛を軽減するために、次の４つの処

スプリンガー・スパニエル： 酵素不足

* in the USA, a cat called Scarlette that went back and forth carrying her kittens

示し、BBCの番組で明らかにされた数々のケースに、
日々、診療現場で直

ホーミング・センターでも、
身体的、
また、精神的に苦しむ多くのケースに

ラブラドール： 関節と目の障害

Elizabeth Oliver

英国の純血種犬を扱う業界と関連組織全体が、今や、問題点を洗い出し

テリアは頭の形が著しく変化しました。
ジャーマンシェパードの場合、警
察犬として働いている犬は本来の姿をとどめている一方で、
ショー出場犬

ICAW Conference in Italy

ングを実践しているのか、
見学できて参考になりました。

ヴェルバニア周辺と湖上の島々には、多数の地域猫がいますが、湖でとれ

るおいしい魚を常食とし、地元住民の世話を受けて、
みんな健康そうでし
た。小さな町々の家や路地は数百年間変わることなく、清潔で美しい景観

を保っています。公共の場所には、至る所に
「犬のウンチ収集箱」
が設置し

てあり、誰でも、無料の袋を取って愛犬の
「落し物」
を始末できる仕組みに
なっています。

野良犬がいない。

（フルカラー）

Promoting sales in Tokyo at BOOK 1st (first) store
東京都内の
「ブックファースト」店内の特販コーナー

2009年アークカレンダーの卓上版は完売
いたしました。皆様お買い上げありがとうご

The latest book on ARK contains wonderful photos by Keiko

ざいました！ なお、
通常の壁掛けタイプは

Harada and has a bi-lingual text. How about giving it as a

引き続き販売しております
（税込￥1000）
。

present to your family and friends this Christmas ? The book

ご注文は電話かFAXまたはメールにて、

can be ordered from ARK directly using the enclosed order

ARKオフィスまで。
ご希望の方はお早めに！

form or from major book stores.

＊米国で、
スカーレットという猫が、燃えさかる建物から何度も往復して
子猫を無事に救い出したが、
自分はひどくやけどを負ってしまった。
この

母猫に飼い主を募集したところ、
２万人の人々が彼女を引き取りたいと

申し出たとか。

＊麻酔薬による危険度は、
手術後の回復期が最大である。

＊野良猫の殺処分は、正確な
「データー」
ではなく、
「恐怖」
に基づくもの。
一地域から猫を排除しても、他の猫が移り住む真空地帯をつくるだけ

である。

＊米国には、8200万匹の飼い猫と、同数の野良猫がいるが、不妊手術を
受けているのは、
飼い猫80％に対して、
野良猫は３％に過ぎない。

4


Poo box Verbania
ヴェルバニアにある
「ウンチ収集箱」
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Kansai Event

関西イベント

Kentaro Washi's Exhibition

ア

大盛況！ 鷲賢太郎氏の写真展

ARK Reunion Party 2008

アーク同窓会2008

ークの犬たちをテーマにした鷲賢太郎さんの写真展が９月末、 西宮市夙川のギャラリー
「小さい芽」
にお

いて開かれ、
３日間の会期を通じで４５０名近い人出で賑わいました。鷲さんが週末を中心にボランティ

アとして数年間アークに通いつめ、撮りためた写真の数は実に二万枚以上。
もちろん、犬を写真に撮ることは誰

にでも簡単にできるわけではありません。撮る人が誰かによって、犬が見せてくれる表情は大きく異なるからで

す。鷲さんは、犬が心を開いてくれるまで忍耐づよく待ち続け、彼らの信頼を勝ち得て、犬たちと特別な関係を築

いてきました。
その成果は彼の素晴らしい写真の中に明白に見て取れます。鷲さんと、写真展の運営を手伝ってく
れたボランティアの方々に心から感謝を申し上げるとともに、
ぜひまた次回開催されることを期待しております。

11

月９日、恒例の
「同窓会」
が、今年は、兵庫県篠山市後川
（しつか

わ）
にあるアークの新しい敷地で開催されました。私どもの願い

が天に通じたのか、少し寒かったものの、心配された雨に降られることも

なく、赤や金色に輝く美しい紅葉の下、120名の老若男女が約60匹の愛

犬とともに参加して楽しい一日を過ごしました。大切に育てられた幸せそ

のところ、後川には、道路沿いのフェンスと、入口のメインゲートの他、犬

の運動場しかありませんが、皆様からいただいたご寄付を活かして、来年

はさらに設備を拡充したいと願っております。
当日ご参加頂いた方々、運

営を手伝ってくださったボランティアの方々、
また数週間かけて同窓会の
会場整備にご協力くださった方々、
本当にありがとうございました。

W

ith fingers crossed, the
rain held off, the maples

were spectacular in their autumn reds and golds and although cold everyone had

K

a fun day, Nov 9th, at the new land in Shitsugawa, Sasayama. 120 people, old and

at the Gallery Chisai-Me (Little Sprout) in Shukugawa, attracted a record

young took part with around 60 wonderful dogs. How happy and well-cared for

crowd of nearly 450 people, over three days. Washi san has been coming to ARK

they looked, a real tribute to their owners. At present we have only a fence along the

on the weekends for several years and has built up a portfolio of over 20,000

road, a main gate at the entrance and a dog ring but come next year, with all your

photos. Dogs are not easy subjects to photograph as their facial expressions and

generosity, we hope to have much more in place. Special thanks to the ARK staff

body posture changes according to who is taking the picture. Washi san has had

who helped make everything run smoothly

the necessary patience to win their trust and build up a special relationship with

on the day and for the team that had spent

them. The results speak for themselves, really wonderful pictures. We’d like to

weeks clearing the land in preparation for

thank Washi san and the volunteer staff who helped organize this exhibition and

the party.

hope to repeat it in the near future.

Tokyo Event

東京イベント

WINTER 2008

WINTER 2008

entaro Washi’s Exhibition of ARK dogs which opened at the end of September,

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

うな犬たち……その姿こそが、飼い主さんにとって最高の喜びです。現在

ARK chosen as Paradigm’s third charity!

ARK、パラダイム社の3番目のチャリティーに!

A

Run for the Cure Foundation, Refugees International Japan, and now ARK
benefit from the creative talent of Paradigm, a branding and publishing

company. ARK has half-page, full-color ads in Kaleidoscope, a lifestyle magazine,
and features regularly in the American Chamber of Commerce in Japan (ACCJ)
Journal all generously donated by Paradigm. We have had a number of ARK
animals adopted by families who saw these ads, so ARK would like to send
a big thank you to Vickie Paradise Green, President of Paradigm, and Simon
Farrell, Editor-in-chief of the ACCJ, for including ARK in their Corporate Social

ブランド戦略や出版業のプロであるパラダイム社が、乳がん早期
発見啓発活動推進協議会、国際難民奉仕会へのチャリティーを経
て、現在はアークへ様々な形でご支援下さっています。
アークは
『カ
ライデスコープ
（万華鏡）』
というライフスタイルマガジンへのフルカ
ラー広告掲載及び定期的な米国商工会議所ジャーナル誌への記
事掲載という素晴らしいスペースをパラダイムより寄付されました。
アークに保護されている動物たちが、
この広告を目にした方々に引
き取られました。
パラダイム社社長、
ヴィッキー・パラダイス・グリー
ン様、ACCJ誌編集主任、
サイモン・ファレル様に、
パラダイム様の
社会貢献プログラムにアークを選んで頂いたことに心より感謝い
たします。

Congratulations!

ARK would like to offer its congratulations to the Japan Hearing
Dogs Association on the completion of their new facility which
opened on Sept 18th 2008 in Miyada-mura, Nagano Prefecture. This
organization has gone from strength to strength and we are proud
that some of ARK’s dogs have contributed their bit to its success.

お祝い申し上げます！

長野県宮田村に、2008年9月18日、
日本聴導犬協会の新施設

がオープン。
アーク一同より心からお祝い申し上げます。
同協会

の活動は、年を追うごとに充実してきています。
アークから同協

会に巣立っていった犬たちが、微力ながらも協会の活動に貢献

してくれたことを、
私たちアークは誇りに思います。

Responsibility programme.
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Happy Homes
シータは相変わらず、
お風呂の見張り番です。最近は
ナツも加わり、3匹で浴槽の中に入ったり、お湯張り

ゴンタ Gonta

ユリ Yuri

を眺めていたりと、
飽きないようです。
Theta has been operating as chief bathroom
watching agent, and recently Natsu also joined
in this activity. They slide into the bathtub, or just
sit watching as the hot water fills up the tub. They
never tire of doing this.

ホタテ、
ナツ、
シータ Hotate, Natsu, Theta

モモ
（モリー）
Momo (Molly)

兵庫県獣医師会より、大変有り難いことに
「長寿

アークにいる間、素晴らしいケアをしてくださった

「皆さんこんにちは。ヒナです。新しい家族

犬」
の表彰状を頂戴しました。
「あなたはよき人生

ことを心から感謝しています。難しいお仕事と思

ができてもうすぐ一ヶ月です。
よく食べてよ

の伴侶として永年にわたり家族に喜びと楽しみ

いますが、手間と時間を惜しまずに
「人の言葉で

There have been no problems with her to ask advice about and

く運動してよく寝てます。
ここしばらくは咳も

を与えてくれました。
よってここに長寿を讃え表彰

話せない」子たちのために尽くしてくださって本

we’ve just gone along happily together. I’m sending some photos

そんなに出ていません。最近、お風呂の椅

いたします」

当にありがとうございます。

that might amuse you and reassure you that she’s leading a happy,

子に座るのがお気に入りです。
」

Gonta was presented with the "Long Life Dog

Yuri wants to express her gratitude once again

healthy and enjoyiable life.

Hello everyone. This is Hina. It 's nearly

Award " by Hyogo Prefecture Veterinary Medi-

for the wonderful care you took not only of her

モリーに関しては本当に何の問題もありません。楽しく一緒に暮らして

a month since I started living here. I eat

cal Association. It reads: "You have brought

but of all the other “babies” at Ark. The work you

います。写真を送りますね。
これを見てもらえば、彼女が楽しく健康、生

a lot, exercise a lot, sleep a lot. I don't

cheer and joy to your family as an excellent life

do must be difficult and we admire the sacrifice

活をエンジョイしているってことがわかってもらえるでしょう。

cough very much these days. My favour-

partner for years. Thus we honour you with the

and time you take to look after those who can’t

ite place to sit is the bath room chair.

award of long life."

speak for themselves.

スプライト
（りん） Sprite (Rin)
《ヒナは慢性喘息だったため里親さんが決まらず、
スポンサーキャットになりました。先日そんなヒナの
ことを理解し、受け入れて下さる方が現れ、ついに
自分だけの家族を持つことができました！》

マルクル Markur

りょうま Ryoma

WINTER 2008

WINTER 2008

ショコタン
（こむぎ）
Shokotan (Komugi)

A VOICE FOR ANIMALS
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ヒナ Hina

Hina, an ARK sponsor cat, had little chance of
being adopted because she had chronic asthma.
But finally she met a lady who can fully understand
and accept her. Now Hina has her own family!

バブリー
（福恵）
Bubbly (Fukue)

ダズリング
（幸ちゃん）
Dazzling (Kochan)

《バブリーとダズリングは、
ブリーダー急死
のためにレスキューした32匹の小型犬のう
ちの2匹です。
》

8

皮でできた小さいネズミさんが大好きで、朝起

8月に海に連れて行きました。初めて海を見たのか、
す

マルクルはモデルデビューを果たしました！ 撮影現

きると枕のまわりにネズミさんが3〜5匹転がっ

ごく嬉しそうに砂浜を走り回り、怖がらずに泳ぐ姿には

場でもお利口にしていて、
モデルさんやスタッフさんを

Bubbly and Dazzling are two of 32 small

てびっくりすることがあります。

感動です！
！

舐めまくるサービスぶりでした。

dogs rescued from a dog breeder's place

He is so fond of tiny leather mice. Getting

We went to the sea last Augst. Though that was

Markur made a debut as a model cat. At the stu-

when the owner died in a traffic accident.

up in the morning, I sometimes jump out of

probably the first time in his life to meet the sea, he

dio he generously licked the studio staff and other

my skin at finding three or five of those mice

raced and jumped for joy on the beach, and swam

models.

around my pillow.

very well.
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ありがとう、バジャー！

10年

ほど前のこと、
アークの近くに
犬が捨てられているとの報告

を受け、現場に駆けつけた私が目にしたのがあ

なたでした——生後6か月くらいの、柴のよう

な小犬で、
片方の後足にぼろぼろのギプスがく

アン・マリー・マッギバン
ときには厳しくお行儀を直されたりしました。
チ

ば……命を救うために足を切断したことが果た

ョビとモモトゥーとも親しくなり、一緒に
「おふ

して正しい決断だったと言えるのか。
もちろん、

にわたる親友は、
なんといってもワイミー。彼女

よって制限を受けます。
しかし、何事も、その気

ざけ」をやろうと誘惑しましたね。
しかし、長年

がイタズラをしてとがめられたとき、十中八九あ

年齢とか、
どの足を失ったか、健康状態などに

that, you were a friend to all you met, animals and human alike and of course me.

friendship was with Why Me? If she was caught doing something she shouldn’t

I know Why Me? passed earlier this year as well and I am reminded of the legend

then you could bet nine times out of ten you too would have been involved! Why

of Rainbow Bridge. I believe you two are now reunited, returned to your youth

Me? always looked guilty and you innocent but I knew you too well and that the

to once again cause mischief and mayhem, surrounded by other old friends who

後足は加速機能を果たすため、前足を失う方

truth was that you once again had led her astray.

have also left us. The legends states too that animals who were hurt or maimed

とで、
その動物の寿命が縮まるという研究結果

People would visit and often see you playing in the courtyard and at first they

legged little pup I first really met at the vet clinic. For you were never maimed or

pitied you a dog with three legs and perhaps felt some how you were less than a

less whole with three legs.

足を失う方がましだと思われます。前足は「方

私が確信したのは、
ギプスの跡をとどめる患部

ざるを得ないかもしれない……治療せずに放

置すれば、命にもかかわり、子犬は短いあわれ
私が抱き上げたとき、
あなたは驚きと苦痛に

あえぎながらも、反抗したり、逃げ出そうとはし

ませんでした。獣医たちは壊死（えし）
した足を
救おうと努力しましたが、
もはや手遅れ……手
術にあたる医師チームは、
この小さな命を見殺

しにするに忍びなかったのです。だれもがあな

3本足の犬を憐れんで、
なかば無意識のうちに、

他の犬に劣る二流犬だと見なします。
しかし、
時間をかけて観察すれば、
すぐに、それが事実

とはほど遠いことに気づくはずです。バジャー

は子供からも大人からも信頼され、誰にも負け
ない生きる意欲を持っていました。
あなたの生

活に関わり、共有できた者は幸せです。バジャ
ーは私たちに教えてくれました——最大の障害

は、足が3本しかないことではなく、
出会った人

たの回復を信じていました……

々が無知なことだと。彼らは固定観念にとらわ

っ気たっぷりに走りまわるあなたの姿でした。

ようともせず、
まして、時間をかけてあなたを知

次に私が見たのは、病院内を元気よく、茶目

足が3本しかないという事実はこの子にとって
障害ではないのだ——私はそう確信したもの

の、
あなたの将来に何が待ち受けているか、そ
のときはまだわかりませんでした。

足というだけであなたの良さが理解されにくい

こと、また、毛並みが一般受けする色でなくて
黒毛なのも、里親さがしには不利だとわかって

向づけ」
と
「かじ取り」
の役目をするのに対して、
が大きな打撃を受けるのです。足を1本失うこ

は証明されていません。確かなのは、切断が避

けられないほどひどい損傷を受けた足を放置

すれば命にかかわるということ。バジャーのケ
ースがまさにそうでした。

バジャーが天国に旅立ったと聞いて、私はと

ても悲しんでいます——あなたには何年も会っ
ていなかったのですが。バジャーはアークを代

表する
「大使」
でした。
それ以上に、
あなたは、動

故による外傷とか病気のために）愛するペット

が足を失うケースについて、飼い主さんと話す

ことがよくあります。最大の関心事は、
３本足に

なったペットがどうやって生きていくのか…と

..... at age 21 !

んかをしながら、
アークから去った昔の仲間に
囲まれていることでしょう。伝説では、傷ついた

り不具になった体も、
ふたたび完全なものに戻

るとのことです。
でも、バジャーの場合は、私が

初めて病院で対面したときの3本足の子犬のま

まのはず——なぜなら、
３本足でも、あなたは

決して不具者でなく、完ぺきな生涯を送ったの

がって、文字通り、走りまわるのです。立ち直れ

ょうか…？ いいえ、
それどころか、
あなたから

グマに似ている以外は共通点がなくても、不思

り、過保護に扱いがちですが…

のこと。
あなたの毛模様が（日本語でいう）
アナ
議とぴったりの名前のように思えました。

あなたは、
たちまち、
リーダー格のジャンケッ

トとうまく付き合っていくことを学び、
さらには、

「ナンバー２」のシールとも良い関係を築いて、

事なペットが他の足も損なうことを恐れるあま
でも、その結

果はどうでしょうか？ 「こんなやり方はよくあ

りません。生まれつき授かった命を精一杯生か

してあげなくては」
と私は彼らに話します。
もし

あなたを失った今、
アークは弱体化したでし

受けた教訓によって、
いっそう強くなりました。
大切なのは、障害を理解し、それを超えたとこ

I

cope less well. They want to try and wrap their beloved pet in cotton wool in case
they hurt another leg and then what? But as I tell them you cannot and should not
do this, you must allow your pet to live the life it was born to. Otherwise was it
really a good decision to save the animals life by amputating the limb if its quality
of life is now so restricted. Obviously, there will be limitations, depending on age,

Minxy

もう歳だから里親に出るの
はムリ？ そんなことありま
せん。
ミンクシーはしっかり
里親さんにもらわれました。
なんと２１歳で！

which limb lost, health status, etc. but nothing that cannot be managed or even
over come. Even elderly animals can and will adjust to such a major change.

Source: Best Friends magazine Sept/Oct 2008. Text and photo with

From an animal’s point of view it is easier on them to lose a back leg than a front

Best Friends Animal Society 発行の "Best Friends magazine"

permission from Best Friends Animal Society

one. As the front legs are concerned with direction/steering and the back ones

2008年9/10月号より、
許可を得て抜粋しました。

そ、
あなたが残してくれた究極の遺産です。
あり
がとう、
小さなアナグマくん。

Splenic tumours

Marisa Miyamoto, veterinarian PDSA UK

Anne Marie McGivern

Splenic tumours are nine times out of ten haemangiosarcomas, or malignant
blood vessel tumours. They tend to sit in the abdomen quite happily without

you never tried to hurt me nor run from me. The vets did try and save your leg

causing many problems until one day they burst, and the dog collapses because

abandoned dog nearby. What I found was you, a small, young (approximately

but it was not to be. During your time with them they fell in love with you and

he is literally bleeding out. The prognosis is very guarded even if they survive the

six months), shiba-like pup with an old rotting cast on one of your back leg.

when I next saw you you were running around the clinic a bundle of energy and

surgery (which they often do), because the tumour has generally spread, usually

Obviously, someone had cared for you once but why they did not see your

mischief, although you were suppose to be recuperating! The fact you were now

to the peritoneum, liver and lungs, by the time it has been detected. The average

treatment through or even try and talk to us prior to abandoning you I will never

three legged was never going to be a handicap to you but little did I know then

life expectancy post spleen removal due to haemangiosarc is about six months, I

know. But what I did know for sure that day was that the cast had caused untold

what your future held.

think. I usually phone the owner and recommend euthanasia on the table if I see

infection and damage to the leg it still partially encased and that you would
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running around within days and sometimes hours of surgery, it is owners who

t was just over a decade ago that I set off from ARK to investigate a report of an

little ‘seeds’ outside the spleen when I am operating. If I don’t, I think it’s worth

probably lose it and if left untreated your life too would have come to a short

When you returned to ARK we did try and rehome you but we all knew that

giving the dog a chance, because we do get some cases that go on and on for

and tragic end.

seeing beyond the three legs and the fact you were black (not a popular colour)

years. These are probably the ones that didn’t have haemangiosarcomas, mind

was always going to be an uphill battle. In time, Liz decided to bring you into the

you, they probably had some other tumour - unfortunately we can’t afford to send

house to see if you could fit in with the house dogs and by then you had been

a biopsy in every case, although that’s probably the ‘right’ thing to do.

Even as I picked you up, knowing you must have felt so bewildered and in pain

Too old to be adopted ?

will cope having only three limbs, well in my experience they are up and literally

ろに動物を
（同様に人間も）見ること——これこ

も動物のQOL（生活の質）
が制約されるとすれ

Badger A Life Lived, A Lesson Taught

never took the time to know you. They will never know what they missed out on

off the Best Friends website

相性を試すことにしました。呼び名は「バジャ

ないのは、むしろ、飼い主の方です。彼らは、大

ultimate legacy you leave – thank you my little friend.

ignorance from people you met, who could not or would not see beyond this and

trauma but occasionally through disease. The major concern is how their pet

し頃に戻り、
また一緒にイタズラを企んだり、
け

ですから。

ー」。“badger”とは、夜行性の臆病な穴居動物

us that the biggest disability of all to you was not the fact you had three legs but

No way. Minxy was adopted

いうこと。
しかし、私の経験では、動物は、手術
後数日すれば、
いや、
早ければ数時間で、
立ち上

beyond to the animal (or for that matter person) that they affect. That is the

had to talk to owners about their beloved pets losing a limb, usually through

いました。やがて、エリザベス・オリバーは、あ
なたをハウスに住み込ませ、他のハウス犬との

of the lessons you taught us about how we should perceive disabilities and look

lucky enough to be a part of your life and share in it were blessed. You taught

You lived life to the full, the way it should be. As a veterinary nurse I have often

しました。
あなたたちは天上で再会して、若かり

杯生き抜きました。私は動物看護士として、
（事

ARK is not weaker because of your passing dear Badger but stronger because

and adults alike and had a zeal for life second to none. All those of us who were

ーの死を知って、私は
「虹の橋」
の伝説を思い出

ろうとしなかったのです。彼らは見過ごしたもの

あなたは、当然ながら、与えられた命を精一

soon realized how far from the truth that was. You could be trusted with children

– your unconditional love and endearing spirit.

のみんなの友だちでした。今年初め頃にワイミ

が示す無条件の愛とやさしい心に。

whole dog and second class. But if they took the time to get to know you they

物、人間（私自身を含めて）を問わず、出会うも

れて、
それを超えるあなたの魅力がわからず、見

の大きさに気づくことはありません——あなた

are made whole again but in your case Badger I know you will still be that three
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アークで暮らし始めたあなたに飼い主を見

つけようと私どもは努力しました。
しかし、3本

応できます。動物の側からすれば、前足よりも後
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な生涯を終えるだろうということでした。

アークを訪問した人は、
あなたが中庭で遊ん

でいる姿をよく目にしました。誰もが、最初は、

You quickly learnt to behave around the top dog Junket and perhaps more

you, I felt so sad. You were an ambassador for all ARK represents but more than

をよそおうバジャー。
でも、彼女をそそのかした

が悪性の炎症を起こしているため、足を切断せ

eventually lead to their death – as was so nearly the case with you Badger.

they were in mood for your antics but in the end your most lasting and enduring

せめて、捨てる前に私どもに相談してくれていた

のはあなただと、
私にはわかっていました。

is that a leg that is so irreparable damaged that needs amputation if left, will

When I heard you had died, even though it had been a few years since I had seen

す。高齢動物でも、
このような大きな変化に適

なら……くわしい事情はわかりません。
その日、

have ever shown if the loss of a leg shortens a pet’s life, the only things for certain

your similar coat markings but it was an apt name all the same.

a lesson or two in etiquette. You loved to play with Chobi or Momo Too when

なたも関与していました。悪いことをしたと罪を
認めているワイミー、
「僕は知らないよ」
と無罪

acceleration. Hence, losing a front leg has a bigger impact on them. No studies

burrow -living and shy animals, the only thing you had in common with them was

importantly her second in command, Seal, who did at times have to teach you

になればやれないことはなく、克服し得るので

っついていました。明らかに一度は誰かが面倒

を見ていたのに、なぜ途中で投げ出したのか、

given the name Badger. Badgers (to the English like me and Liz) are nocturnal,

脾臓腫瘍について
宮本マリサ
（獣医師／イギリスPDSA所属）

脾臓腫瘍は悪性血管腫瘍の症例の９割を占める。最終的には破裂し出血

を起こすので犬は卒倒するが、
それ以前の段階では、
とりたてて問題を起

こさないまま腹部に居座る傾向がある。患者が手術に持ちこたえた場合

でも
（そうなる場合は多い）、発見時にはすでに腹膜や肝臓や肺にまで広
がっている場合が多いので、予後は厳しい。悪性血管腫による脾臓摘出手

術後の平均余命は約６ヶ月と私は見る。手術中、脾臓外に転移の
「種」
を
見つけた時には、
私はその場で飼い主に電話し、安楽死を視野に入れるよ

う薦める。
もし転移が見られない場合には、
中には再発せずに数年生きな

がらえるケースもある以上、
ともかく犬にチャンスを与える価値はあると
私は考える。
そのようなケースはおそらく、実は悪性血管腫ではなく、別種

の腫瘍であった可能性が高いと考えられる。本来的にはすべてのケースで

精密な組織検査に出すべきだが、金銭的な理由でそれができない場合も

あるのが実状である。
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ら書き続けることにします——まだまだ伝えたい犬猫物語がたくさ
んあるからね。
きょう紹介するのは
「ブレミーの遺言状」——ユージン・オニールの
愛犬ブレミーが、年老いて死ぬ前にご主人あてに書いた遺言だけ
ど、
これが、僕の気持にぴったりなの。

遺言状

存じのように、僕は、最近「虹の橋」
を渡った。僕の死を知っ
た人から、
「おくやみ」
の手紙や、eメール、
お花などが殺到し
ているとか……キョウシュクしちゃうな。
でも、
みなさん、悲しまない
でね。僕はアークの生活を最高に楽しんだし、
「虹の橋」
を渡って、
な
つかしい、昔の友だちと再会できたんだもの——チョビにも、
ジャン
ケット、
チャチャ、
シール、
モモトゥーにも、
それに、
もちろん、仲良し
のワイミーにも。
ニュースレターの
「バジャーからの手紙」
は、天国か

A

s you all know I passed over Rainbow Bridge recently. I was

that came into ARK from people that had known me and wanted to express

fear death as men do. We accept it as part of life, not as something alien

sympathy. But please don’t be sad, I had a great life at ARK and have now

and terrible which destroys life. What may come after death, who knows?

joined all my old friends on the other side of Rainbow Bridge; Chobi, Junket,

I would like to believe that there is a Paradise where one is always young;

I enjoyed your letter in the summer newsletter, about dogs who are

Chacha, Seal, Momo Too and of course my best friend Why Me. I shall

where each blissful hour is mealtime; where in long evenings there are a

getting on in years. One reason I enjoyed it so much is that I am getting

continue to write my regular letter from this side because I know there are

million fireplaces with logs forever burning and one curls oneself up and

older too. Creaking joints, tired feet and cataracts have all slowed me

stories of dogs and cats out there that need telling.

blinks into the flames and nods and dreams, remembering the old brave

down quite a bit. I still love walks and fetching sticks ( I AM a retriever

days on earth, and the love of one’s Master and Mistress.

after all, it’s what I do) but the walks are slower and shorter. My only

age, to his master Eugene O’Neill. It echoes my sentiments exactly.

I am afraid this is too much for even such a dog as I am to expect. But

Dear Badger,

real problem is going up and down the stairs, especially

peace, at least, is certain. Peace and long rest for weary old heart and head

at night. As you know very well, a short visit to the

and limbs, and eternal sleeps in the earth I have loved so well. Perhaps,

garden before bedtime is absolutely essential,

after all, this is best.

and that can be a problem these days. I can’t

One last request I earnestly make. I have heard my Mistress say, “When

see the steps very well and sometimes have

Blemie dies we must never have another dog. I love him so much I could

to take three or four tries to make it up to

I, Blemie, because the burden of my years is heavy upon me, and I realize

never love another one.” Now I would ask her, for love of me, to have

the porch, and I don’t even like to try if the

the end of my life is near, do hereby bury my last will and testament in the

another. It would be a poor tribute to my memory never to have a dog again.

door isn’t open for me. If its cold or raining

mind of my Master.

What I would not like to feel is that, having once had me in the family, now

my people can get a bit testy waiting there by

she cannot live without a dog! I have never had a narrow jealous spirit.

the open door!

I have little in the way of material things to leave. Dogs are wiser than

Luckily, Paul (I think you remember him) is fairly

men. They do not set great store upon things. They do not waste their time

So I suggest a Dalmatian as my successor. To him I bequeath my collar

hoarding property. They do not ruin their sleep worrying about objects they

and leash and my overcoat and raincoat, made to order in 1929 at Hermes

handy making things from wood. He recently made a

have, and to obtain the objects they have not. There is nothing of value I

in Paris. He can never wear them with the distinction I did, walking around

ramp for me and attached it to the small porch on the side of the house.

have to bequeath except my love and my faith. These I leave to those who

the Place Vendome, or later along Park Avenue, all eyes fixed on me in

He said it was quite easy to make and not at all expensive. In fact, he

have loved me, to my Master and Mistress.

admiration; but again I am sure he will do his utmost not to appear a mere

could have bought one at a DIY store or garden center, but if you ask

gauche provincial dog. And, I hereby wish him the happiness I know will be

me, he just likes pounding nails into wood. Now, I can go up and down

his in my old home.

quite easily and quickly. I’ve included a photo of me on my new ramp.

I ask them to remember me always, but not to grieve for me too long. In
my life I have tried to be a comfort to them in time of sorrow, and a reason
for added joy in their happiness. Let them remember that while no dog has

One last word of farewell, Dear Master and Mistress. Whenever you visit

I’m not completely used to it yet, and sometimes I just like going up to

ever had a happier life (and this I owe to their love and care for me), now

my grave, say to yourselves: “here lies one who loved us and whom we

the front porch, but there’s no denying that things like that make life

that I have grown blind and deaf and lame, and even my sense of smell fails

loved.” No matter how deep my sleep I shall hear you, and not all the power

easier for old dogs like us!

me so that a rabbit could be right under my nose and I might not know, my

of death can keep my spirit from wagging a grateful tail.

pride has sunk to a sick, bewildered humiliation. I feel life is taunting me

( abridged version from Eugiene O’Neill 1888-1953, Blemie died in

with having over lingered my welcome. It is time I said good-by, before I

December 1940 )

[米国の劇作家、
ユージン・オニール（1888〜1953年）
の
「ブレミ
ーの遺言状」縮約版。
ブレミーは、1940年12月に死去。]

Take care,
Rolex

ロレックスからの手紙
バジャーくんへ
「バジャーからの手紙」をいつも楽しみにしています。
この前（夏
号）
の老いを自覚する犬の話は、特に興味深く読みました。僕自身、
年とってきて、人ごととは思えないもの。関節のこわばり、足の疲れ、
白内障などで、足がすごく遅くなっちゃった。今でもお散歩は好きだ
し、棒をとってくる遊びも大好き。
（なんたって、僕はレトリーバーだ
もの。
「お仕事」は忘れないよ。）
でも、最近は、
お散歩も
スローペースで、時間も短め。
いちばんの悩みは階
段の上り下り——特に夜はね。ほら、僕たちは
寝る前に
「庭でのひと仕事」が欠かせないけ
ど、
この頃はタイヘンなの。階段が見えにく
くて、ポーチまで出るのに3回も4回もやり
直したりして。
ドアが開いてないときは、
「や
めちゃおうかな」
と思うことも——寒いとき
や雨の夜は、
うちの人がドアのそばでいらい
らしてるのがわかるもの。
僕のご主人のポールのこと、
おぼえてる？ 彼は
けっこう器用で、木材で何か作ったりするの。
この間は、
僕のためにスロープを作って、家の横面にある小さなポーチに取り
つけてくれた。
「簡単だし、
材料費も安いよ」
だって。
ホームセンターで
「できあい」
のを買ってきてもよさそうだけど……要するに、ポール
は「とんかち」
するのが好きなのでしょう。
ともかく、早く、楽に上り
下りできるようになって、大助かり。新しいスロープを使っている僕
の写真を同封します。
まだよく慣れていないし、
ときには、正面のポ
ーチに出たいと思うこともある。
でも、僕らみたいな老犬の暮らしに
は、
こんな工夫が欠かせないよね。
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It will be sorrow to leave them, but not a sorrow to die. Dogs do not

Here is the last will and testament of Blemie written before his death of old

親愛なるご主人様、奥方様、
お別れにあたり、最後に一言申し上げ
ます。私の墓を訪れたとき、声に出して言ってほしい——「ここに眠
るは、我々を愛し、
また、我々が愛したもの」
と。
どれほど深い眠りに
あっても、
お声を聞きもらしはいたしません。冥界の魔力が如何に
強くとも、感謝をこめて尻尾を振るわが魂を妨げることはできない
のです。

Rolex Letter

overwhelmed by hearing about all the kind letters, emails and flowers

Last Will and Testament
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become too sick a burden on myself and on those who love me.

どという狭い了見は、私には無縁のもの。
それならば、
わが後継者には、
ダルメシアンを推薦したい。首輪と
革ひも、外套とレーンコート、1929年にパリのエルメスで特注した
私の持ち物すべてを彼に残そう。
もっとも、彼に、私と同じ鮮やかな
着こなしを望むべくもないが。今は昔、バンドーム広場を一周すれ
ば、
また、後には、
パークアベニューを闊歩すれば、
たちまち、
周囲の
目が私に注がれ、賞賛の嵐が巻き起こったもの。
わが後継者も、一
介の無骨な田舎者に終わらず、少しでも私に近づこうと精一杯努め
るだろう。願わくは、
かつて私が享受した至福の日々、
あの幸せを、
彼にも味わってほしいもの…なつかしき我が家で。
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ご

私、
ブレミーは、寄る年波とともに、
わが生涯の終りも近いことを悟
り、
この遺言状をご主人の胸中深く埋めおくこととする。
   私には残すべき有形資産はない。犬は人間よりも賢いもの。物質
を重んじることも、無用な時間を費やして財産を貯め込むこともな
い。持てるものを安全に保管し、
また、持たないものを手に入れよう
と、安眠を損なうこともない。私には残すべき高価な財宝などなく、
あるのは「愛と忠誠」
だけ。
この二つを、愛してくれたご主人と奥方
に残したい。
ご夫妻には、私のことを覚えていてほしい。
だが、私のためにいつ
までも悲しまないでいただきたい。生前、失意のときにはお慰めし、
うれしいときには共に喜んできた。お二人の愛と慈しみのおかげ
で、望み得る最高の生涯を送った私も、
もはや、
目は見えず、耳も聞
こえず、足も不自由で、鼻先にウサギがいても気づかないほどに嗅

覚も衰えてしまった今、わが誇りは地に落ち、
おろおろと不快な屈
辱感に苦しむばかり。
いつまでも長居するのは、
この世から非難さ
れているようで、心苦しい。
そろそろお別れしましょう——病がいよ
いよ進み、
自身にも、愛してくれる方々にもお荷物となる前に。
お二人とのお別れはつらくても、死ぬことは悲しくない。人間と
ちがって、犬は死をこわがらないもの——死を
「生の一部」
として受
け入れ、生を滅ぼす異質で恐ろしいものとは考えない。死後の世界
がどんなものか…知る由もないが、楽園があると信じたい。誰もが
若い頃のままで、食事時のような幸福感に満ちあふれた所、長い夜
は、無数の暖炉に薪が焚かれ、一晩中燃え続ける炎のもとに身を丸
めて……瞬きすれば、
たちまち、
まどろみに落ち、夢に遊ぶ。地上で
の若かりし頃の雄姿に出会い、
ご主人の愛を思う——そんな楽園
に行きたいもの。
私のような一介の犬の身には、過ぎた望みかもしれない。
だが、
せめて、平安を得たい。平安…そして、休息——老いて、
くたびれた
心と頭と手足を休めることができる長い休息、安住の地での永遠
の眠り——これにまさる幸せがあろうか。
最後に心からなる願いを一つ。
「ブレミーが死んだら、
もう犬を飼
うのはやめましょう。
これほどあの子がいとしいのに、別の犬を愛す
るなんて無理ですもの」
という奥様の言葉に、
「また犬を飼ってくだ
さい」
と私からお願いしよう。思い出を大切にしたいから、
もう犬を
飼わない——これが私に対する賛辞だとでも？ ずっと私と共に
暮らしてきた奥様が、犬のない生活に耐えられましょうか。嫉妬な

   お元気で
   ロレックスより
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Some observations on my time at a shelter in Japan

I

Marie Laidlaw

2008

マリー・レドロー

年9月、私は大阪のアークで

殺されます。いったん入所した動物が再び「しゃ

になってくれる人も、新しいパートナーが賢いこと

ボランティアとして働く機会

ば」に出ることはめったにありません。HKDRは、

に感心するでしょう。
チョビという犬は、
「おすわり」

n September 2008, I was lucky enough to spend some time volunteering at

This is in stark contrast to another dog shelter I visited not far from ARK. Over

ARK in Kansai. As I have volunteered and worked in a Hong Kong dog shelter

half the dogs were chained up within their enclosures. These dog were clearly not

called Hong Kong Dog Rescue (HKDR), I was very excited to experience life at a

socialized and had very little human affection. Many seemed to have given up

に恵まれました。HKDRという香港の犬保護シェ

里親が見つかりそうな犬を保護するために週に

dog and cat shelter in a different country. Before going to ARK, I tried to research

on life altogether. Their eyes were filled with despair and misery. I felt powerless

ルターで、最初はボランティアとして、
その後は常

数回収容所を訪問していますが、毎回、胸のつぶ

プ」
「まわれ」
も完ぺき。時には
「連続わざ」
に挑戦

more about animal welfare within Japan in general and ARK in particular.

to help them. What shocked me the most were the attitudes and beliefs of the

勤スタッフとして働いてきた私は、
日本の犬猫保

れる思いを味わいます——全部の犬を救うわけ

したりもしました。
なんて頭のいい子でしょう！

people running this shelter. The man who showed us around seemed proud that

護施設に住み込み体験できることになり、期待に

にはいかないのですから。恐怖で凍りついた犬も

HKDRの場合、運営スタッフが数名しかいない
ため、毎日の業務はほとんどボランティアに頼って

「伏せ」、両手で
「お手」
をするだけでなく、
「ジャン

his shelter was so kind to animals and did not practice euthanasia. To me, it

胸をふくらませました。来日前に、
日本の動物福祉

あり…その目がすべてを物語っています。無邪気

and dressing them up in clothes. Small-breed dogs are treated like toys, and

seemed very clear that the dogs were deeply unhappy and were in a living hell. I

に関する現状と、
アークの活動について、
できる限

な幼犬は、訪問者を見ると格子の隙間から鼻を突

います。犬の散歩や給餌も個別に行なう余裕はあ

often they are carried rather than walked.

seriously wondered if he was blind…?

りの情報を集めました。

き出して、尻尾をちぎれんばかりに振ります——

りません。散歩は、2匹以上のグループで実施し、

日本では、
ペットは服を着たりして甘やかされて

苛酷な運命が待ち受けているとも知らずに。隣の

食事の時間は特に決めていません。犬は自由に歩

dogs seem to be treated more like guard dogs. I noticed many dogs chained up

ARK is very organized and efficient and you can often see the kennel staff taking

おり、一見、大事にされているようです。小型愛玩

独房には、
かつては愛犬として大事にされた老犬

きまわって、互いに入り混じることが許されていま

outside in Japan. Sadly, this also happens in Hong Kong. People are quick to buy

notes about each dog. Each dog has his own container of food for the day in

犬を自分で歩かせずに飼い主が持ち運ぶなど、
ま

がいます。老いぼれたからという理由で捨てられ

す。彼らが交流したり、遊んでいる様子は実にほほ

a new pet particularly if it is the latest fashion item. Walking through Yoyogi Park,

accordance to his weight. Each dog’s stool motions are also recorded daily.

るでオモチャ扱い。香港同様、
日本人は、
いまだに

たこの犬は、
ご主人が迎えに来てくれるものと信

えましいもので、
そのたくみな
「社交術」
には感心

Tokyo one day, I noticed that at least three quarters of the dogs were Daschunds.

After walks, each dog is wiped down with a damp cloth. I love this idea. One

ペットを
「家族の一員」
というよりも
「所有物」
とみ

じ、
ひたすら待っているのです。

させられます。飼い主に捨てられたショックがトラ

I was told that this breed is the most popular breed at the moment. At HKDR we

of the volunteers called it a “inu no oshibori” I spent most of my time with the

なしているように思われます。大型犬は一般に番

also experience waves of the same breed dog being abandoned. At the moment

K1 dogs, and I was so impressed by how well behaved they were! I soon fell in

it is Miniature Schnauzers.

Like HK, people in Japan still regard

A VOICE FOR ANIMALS

アークやHKDRにいる犬は幸せです——セカン

ウマとして残っている犬や、
きちんと社会化されて

犬として飼われています。香港でもそうでしたが、

ドチャンスを期待できるのですから。彼らは、行き

いない犬には、
とりわけ有効です。犬の身に起きる

love with many of them! How I wish I could take them all home. Dogs at ARK are

日本でも、多くの犬が屋外でつなぎ飼いされてい

届いた世話を受け、
スタッフやボランティアにかわ

変化たるや、信じられないほどです——おどおど

walked and fed individually. Most did not pull on the lead, and would sit for their

るのは残念です。

いがられています。
アークもHKDRも、
あたたかい

した神経質な犬が、
自信にあふれたハッピードッ

Like HKDR, ARK is fighting the cruel trades of pet shops and breeders. HKDR

food. Many could give paw, and perform other tricks as well. It was lovely, and

日本人は新しいペットをいち早く手に入れよう

雰囲気につつまれ、新しい家庭を待っている犬に

グに変身するのですから。
ただし、HKDRではちょ

often rescues dogs that have been used as breeding machines, only to be thrown

made walking them a pleasure. I’m sure that the adopters that meet them will be

とします——とりわけ、それが最新の「ファッショ

できる限り望ましい環境を提供しています。
アーク

っとした混乱がつきもので、犬同士のケンカが絶

out when they are no longer needed. These dogs have often been kept in cages

impressed as the dogs are so smart. One dog called Chobi could sit, lie down,

ンアイテム」
である場合は。
ある日、東京の代々木

の敷地内に足を踏み入れたとき、私が最初に気づ

えません
（皆さま、
ご用心あれ！）。大方の犬が、
そ

and have not been socialized properly. They often have malformed bodies and

give both paws, jump and turn around and sometimes try to do some or all of

公園を歩いていた私は、出会う犬の4分の３以上

いたのは、心地よい音楽が流れ、色とりどりの花に

こでの暮らしを気に入って、中には、
これぞ「我が

overgrown claws as they have lived their lives in cages. While I was volunteering

these at the same time. What a clever dog!

がダックスフントであることに気づきました。今、

囲まれていることでした。散歩に行く前に、
スタッ

家」
と思い込んでいるものもあります。
いわば、
「犬

最も人気のある犬種だとか。HKDRでも、捨てら

フが犬を抱きしめたり、
キスするのも日常的です。

の寄宿学校」
という雰囲気でしょうか。

ある日、
アークからそう遠くない別の犬保護施

at ARK, 32 small pedigree breeds, mostly Daschunds, were rescued from a
HKDR is run by only a few staff and relies heavily on volunteers to help with the

れる犬種に波がありますが、最近多いのはミニチ

sums of money for a ‘fancy’ pedigree dog from a breeder or pet shop when there

day-to-day running of the shelter. At HKDR, we don’t have the staff power to

ュアシュナウザーです。

are thousands of dogs being destroyed daily. The sad thing is that these ‘fancy

walk and feed each dog individually. Dogs are taken for walks usually in groups

アークは、
ペットショップとブリーダーの非道な

半数以上の犬が、囲いの中で鎖につながれていま

に劣らず、
あたたかい家庭に入る権利があります。

purebreds’ more often than not, end up being abandoned when their owners tire

of two or more, and food is available most of the day. The dogs are allowed to

業界を相手に奮闘していますが、香港のHKDRも

す。明らかに、社会化訓練もされず、人々の愛情も

アークでは、K3グループの犬を訪ねることができ

of their new ‘toy’.

roam around and mingle with each other. It is lovely to watch the dogs interact

同じです。HKDRは、
「繁殖マシーン」
としてさんざ

十分に受けていません。犬たちは、生きる意欲を

て、幸運でした——大型種のため、
また、健康上

設を訪ねた私は、対照的な光景に出合いました。

アーク同様、HKDRも、里親に出るのがむずか
しい犬も引き受けています。
この子らにも、他の犬

with each other and play, and I feel that that it is great for their socialization

ん利用したあげく、不用になると捨てられてしまう

まったく失っているようでした。
その目は絶望と苦

の理由などから里親を見つけにくいと懸念され

Most dogs at HKDR and ARK are mongrels. Personally, they are my favourite as

skills. It is particularly beneficial for the dog that is still traumatized from being

犬を何度もレスキューしてきました。彼らは、
たい

痛に満ちています。私はどうすることもできず、無

ますが、
とてもシャイな犬達です。誰かが訪ねて

they are usually very intelligent, healthy and have great personalities.

abandoned or for a dog that has not been socialized properly.The change that

ていケージに入ったままで、
きちんと社会化もさ

力感に立ちすくみました。最もショックを受けたの

行くと、大声で吠えたてるものの、歓迎してくれま

comes over the dog is unbelievable as they go from a nervous quiet dog to a

れていません。長年ケージに閉じ込められている

は、
シェルター運営にあたるスタッフの態度と考

す——特に、好物のジャーキーをくれる人は。彼

People in HK can easily abandon their pets at the AFCD (Agriculture, Fisheries

confident happy one. It can however get somewhat chaotic at HKDR and dog

ため、体つきが奇形で、爪も伸び放題です。
アーク

え方でした。私を案内してくれた男性は
「うちは動

らには数回しか会いに行けませんでしたが、
もう

and Conservation Department of the HK Government), the equivilant of Japan’s

fights do occur. (one has to be careful!). Many dogs love life at HKDR, and some

でボランティアをしていたときにも、
あるブリーダ

物にやさしい所ですから、安楽死は実施していま

少しゆっくりと接する時間があれば…と残念に思

Hokensho. Over 100,000 abandoned dogs and 200,000 cats are gassed every

really think of it as their home. It is a bit like a boarding school for dogs.

ーから小型犬種32匹が救出されてきましたが、

せん」
と胸を張りました。私の目に映った動物たち

います。何頭か、
とても見事な犬がいました。
（皆さ

は、明らかに不幸で悲惨な状況に置かれていたと

まも、機会があれば、是非ともK3の犬を訪ねてあ

いうのに……男性の目は節穴なのでしょうか。

げてください。
）

大半がダックスフントでした。

year in Japan at the Hokensho. Between 20,000-25,000 dogs in HK are officially
killed every year. These dogs include people’s pets that have been thrown out,

Similarly to ARK, HKDR does take on dogs that can be harder to home. These

何千頭もの犬が日々殺処分されているというの

breeders’ dogs or stray dogs. In HK, abandoned and unwanted dogs (and other

dogs of course, have the right to a loving home as much any other dog. I was

に、人々が高いお金を払って、
ブリーダーやペット

アークはきちんと組織化され、効率的に運営さ

日本の動物福祉と言えば、全般的にマイナスイ

animals) can be taken to the AFCD. Dogs are subject to a sentence of four days

lucky enough to be able to visit the K3 dogs at ARK (dogs that are most shy).

ショップから
「ファッショナブルな」血統犬を買う

れています。犬舎担当のスタッフが各犬についてメ

メージが強い中で、
アークは、犬猫の境遇改善に

on “doggy deathrow” before they are destroyed. Most dogs that are taken to

Although they do bark very loudly, they will welcome you especially if you give

なんて、信じがたいこと。新しい
「オモチャ」
に飽き

モしているのをよく見かけます。
それぞれの犬は、

大きな成果を上げている点で、実に素晴らしい動

the AFCD don’t come out again. HKDR visits a few times a week to save the

them some delicious jerky snacks ! Although, I could only visit them a few times,

てしまった飼い主が捨ててしまうのは、残念なが

体重に応じて、毎日、
自分専用の容器に入った食

物シェルターだと思います。動物たちに言葉が話

more homeable dogs. It is a heartbreaking place, as not all can be saved. Some

I would have loved to have spent more time with them as there are some beautiful

ら、
これらの愛玩犬種が多いのです。

餌をとります。排便も毎日記録されます。散歩の後

せたら、彼らは、
「ワンワン」
「ニャーニャー」
口々に

dogs are absolutely petrified and their eyes say it all. Young puppies, oblivious

dogs there. (Please go and visit the K3 dogs if you have the chance!)

には、湿った布で犬の体を拭いてきれいにします。

感謝の気持ちを表わすことでしょう。私も、
アーク

は雑種です。頭が良く、健康で個性的なので、私個

あるボランティアさんは、
この布のことを
「犬のお

でボランティアをさせていただき、感謝の念でいっ

人としては雑種犬がいちばん好きです。

しぼり」
と呼んでいました。

to their fate, poke their noses through the bars and wag their tails in excitement

HKDRでもアークでも、保護している犬の大半

when they see you. Look in the next cell, and you will see a dog that was once

Despite the rather negative picture of animal welfare within Japan, I believe that

loved and cared for. He has been thrown out just because he is too old. He waits

ARK is an amazing dog shelter that is making an important difference to many

ペットを捨てたいと思う香港の人は、AFCD(農

longingly for his owner to come and take him home.

dogs and cats. I know that if they could talk, they would say (or woof or meow)

業、漁業、環境保護行政を扱う香港の役所——日

私は、
アークでは、
たいてい、
（里親に出会うチャ

ぱいです。
エリザベス・オリバーさんとスタッフの皆
さま、
ありがとうございました。
また、
お目にかかり

ンスが高い）K1グループの犬と過ごしましたが、

ましょう。
アークの発展とますますのご活躍をお祈
りいたします。

a big“thank you!” I also would like to say thank you very much to Liz Oliver, and

本の保健所に相当——)に簡単に持ち込むことが

彼らのお行儀の良さにいつも感心させられまし

The dogs at ARK and HKDR are the lucky ones. They have a second chance in

the staff for letting me volunteer at ARK. I hope to see you again one day soon.

できます。
日本では毎年、10万を超える犬と20万

た。
すぐに彼らのファンになりました。
この子たち

life. They are well cared for and much loved by the staff and the volunteers. Both

Until then, keep up the good work!

筆者紹介

以上の猫が、保健所で炭酸ガス処分されます。香

全員を国に連れて帰りたいと思ったほどです。
ア

ARK and HKDR shelters have loving atmospheres and provide the best possible

港では、年間の犬殺処分数は2万〜2万5千と言

ークの犬は、散歩も食事も個別に世話されていま

conditions for dogs as they wait for their new homes. The first thing I noticed

われていますが、飼い主に見放されたペット、
ブリ

す。散歩のときにリードを引っ張るものも少なく、

を持つ。英国に生まれ、香港で育つ。英国のシェフ

when I walked into ARK was the soothing music playing and the colourful flowers.

ーダーの犬、野良犬などが含まれます。

おすわりをして食事を待ちます。
「お手」
とか他の

ィールド大学卒業後、数年間、英語教師として日

香港の住民は不要なペットをAFCDに持ち込

芸ができるものも大勢います。
どの子もかわいく

本に住む。HKDRで1年間ボランティアをつとめた

みます。犬は、
「死刑囚監房」
に入れられ、4日後に

て、散歩させるのが楽しみでした。縁あって飼い主

後、昨年、常勤職員になる。

You can often see the dogs being hugged and kissed as they get ready for their
walks.
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breeder. It seems unbelievable that people will go out of their way to pay big

A VOICE FOR ANIMALS

At first glance, Japan seems to take good care of their animals, pampering them

their pets very much as possessions rather than as a member of the family. Bigger

14

ボランティア現場から見えるもの

マリー・レドローは、
日本人の母とイギリス人の父

15

ARK NOTICE BOARD

A/C Numbers
送金方法のご案内
郵便局 Post Office ：
●

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

●

Calling ARK?

●

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

A VOICE FOR ANIMALS

Visiting ARK?
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。

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
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
※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
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アークをご支援下さる皆様方へ
通信にかかる費用を少しでも減らし、
その費用を動
物達の医療費や餌代として活用出来ないかと思案
しております。
いただいたご寄付に対する礼状を不
要とされる方は、
お手数ですが、
アーク事務局までご
連絡をお願い致します。
既にご協力下さっている皆様へは、
この場をお借りし
て御礼申し上げます。

８月
８日 専門学校生見学会
１７日 神戸Green Dogにて里親会

９月
４日 Kobe Community Coffee
１３日 神戸手づくり市にてミニパネル展
１８日 聴導犬協会のセレモニーに参加
２９日 WSPA来訪

１０月
５日 神戸Green Dogにて里親会
８日 小学生見学会
１２日 天満ミュージックフェスティバル出展
１９日 奈良フィールドノートにて里親会
２９日〜３１日 国際動物福祉会議出席

アークメンバーズクラブ
ARK Members Club
ダイアモンドパウ / Diamond Paw : ¥10,000/月
ルビーパウ / Ruby Paw : ¥5,000/月
サファイアパウ/ Sapphire Paw: ¥3,000/月
パールパウ/ Pearl Paw : ¥1,000/月
ファミリー会員 /Supporting member: ¥10,000/年
サポート会員 /Helping Hand member: ¥5,000/年
個人会員/Subscription member : ¥3,000/年
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。

ARK

A Voice for Animals

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
Fax: 072-737-1886
ARK Animal Refuge Kansai
595 Noma Ohara, Nose-cho, Toyonogun, Osaka-fu 563-0131 JAPAN

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

E-mail:
一般
グッズ販売用
Web site

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

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

アークは、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。

ARKで必要とするもの

Things we need
犬用： 処方食(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、
おもちゃ、
プレミア

Dog : c/d, i.d, ph control, renal control k/d,

カラー、
中型犬以上用の防寒服＆レインコート
（足

dried senior/maintenance/growth dog food

を通さないタイプ）、
ベッド、
シャンプー（ZOICスー

Cat: Dried maintenance/senior, canned food, toilet

パークレンジング）、関節用サプリメント

sand, scratching boards, toys . Katsuobushi, dried

猫用： 子猫用缶詰・パウチ＆ドライフード、成猫用

bonito flakes

缶詰＆ドライフード、
おもちゃ、 処方食(w/dドラ

Rabbit food

イ＆缶詰)、爪とぎ、猫用ベッド、遠赤外線コタツ、猫用の小型コタツ

General: Premier Collars, S/M/L yard brushes, metal buckets, cottonwool,

一般： 洗濯バサミ
（大）、45L蓋付きゴミバケツ
（丸型）、24hカイロ、毛布、
ハイター、柄の長いほうき、柄

bleach, antiseptic soap for hands, washing powder, elasticated vet wrap,

の長いチリトリ、
ブリキのバケツ、
デッキブラシ、水切り用のゴムベラ、空のスプレーボトル、
デジタル体温計

large paper (food) bags (used OK), mineral water, pet sheets, dog muzzles

（耳で計るタイプ）、布ガムテープ、ペットシーツ、
ロール状のビニール袋(20x30cm位)、犬用包帯（ベ

m-size, tissue paper, toilet paper, blankets, stainless food bowls, 45l garbage

トラップ）、キッチンペーパー、ティッシュぺーパー、
ミネラルウォーター、
ドッグフードの空袋（大）、工具

bags, bedding plants for garden (pansies), can opener, DVD-R, DVD-RW

類、DVD-R、DVD-RW、
プリンターインク
（Canon

discs, Printer ink for Canon iP6100D printer. Kaero hot pads for cat boxes.

ボールペン
（黒）、
ハサミ、植物の苗（パンジーなど）

iP6100D用）、人用レインコート
（上下分離タイプ）、

