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誤解

The Let-Down

何か月もの間、
ひとりの女を思い焦がれてきた男が、
ついに今、勇気を奮

For months he had been her devoted admirer. Now, at long last, he had

い起こして重大な胸のうちを明かす。

男は切り出す——「ひとり暮らしも悪くない、
けれども、
そばに誰かがいて

ほしいと思うときがある。
そのすべてに憧れ、誰はばかることなく独占でき

る喜び……いかなる困難にあっても、
やさしく、忠実な友であり、楽しみも
悲しみも分かち合える存在……そんな相手がほしくなる」

男は、
女の目に共感の色を見る。
「わかった」
という風に女はうなずく。
「つまり、あなたは犬がほしいのね」
と女は言う。
「いい考えだわ。犬を選
ぶお手伝いをしてあげる」

collected up sufficient courage to ask her the most momentous of all
questions.

“There are quite a lot of advantages in being a bachelor,” he began,

“but there comes a time when we long for the companionship of another

being - a being who will regard one as a perfect, as an idol; whom one
can treat as one’s absolute property; who will be kind and faithful when
times are hard; who will share one’s joys and sorrows-”

To his delight he saw a sympathetic gleam in her eyes. Then she

nodded in agreement.

“So you’re thinking of buying a dog?” she said. “I think it’s a fine idea.

Do let me help you choose one!”

ARK v ARK Angels Court Case

T

he following is the main text of the judgment delivered by Osaka
District Court, on 23rd April, 2009.

Main text of the judgment

1 The defendant must not produce nor sell any products with the logo of

the rest must be paid by the plaintiff.

11 A part of this sentence (i.e. article1,3,6,8 ) can be enforced temporarily
before the judgment becomes final and binding.

Explanation (written by ARK lawyers)

his products such as wind breakers, T-shirts, caps, calendars. The

ARK Angels, stop selling the ARK angels goods, dispose them all, and

defendant is not allowed to even display such products to make a
sales.

3 The defendant must not use the name of ARK Angels for his animalrelated activities.

4 The court orders the defendant to dispose all the products with the logo

5 The court orders the defendant to delete the name of “ARK Angels”
on the signboards, tents, business cards, brochures.

6 The defendant must not use the domain name of “ark-angels.jp”

7 The court orders the defendant to delete all the names and logos of
“ARK Angels” on his website made on the address of “http//ark-angels.

To sum up, the court ordered Mr. Hayashi to stop using the name of
to pay 1,100,000 yen to ARK as compensation. We highly appreciate
this judgment that totally accepted ARK’s demands and allegations.
ARK actually won the case.

The case includes various points of legal controversy, but the most
essential fact is that the court clearly admitted that the following points
are both true.

1) The name “ARK” and “ARK Angels ” are confusing, leading people
to misunderstand.

2) ARK has never permitted Mr. Hayashi to use the name of “ARK
Angels” to do his own activities.

jp”

Following to this court decision, it became impossible for Mr. Hayashi

interest (5% a year: calculating back from 1st January 2007)

Osaka High Court if Mr. Hayashi appeals, but even if he does, we are

8 The court orders the defendant to pay the plaintiff 1,100,000 and its
The court dismisses other demands made by the plaintiff.

to use the name of “ARK Angels”. The ground of fight will move to
convinced that the judgment will not be overturned.

アークエンジェルズとの裁判に勝訴
阪地方裁判所が２００９年４月２３日に言い渡した判決の主文

は、次のとおりです。

主

文

１ 被告は、
その製造、販売するブルゾン、
Ｔシャツ、
キャップ、
カレンダーに
別紙被告表示目録記載の表示を付してはならない。

２ 被告は、別紙被告表示目録記載の表示を付したブルゾン、
Ｔシャツ、
キャップ、
カレンダーを製造し、販売し、
または販売のために展示して

３ 被告は、第１、第２項のほか、動物を扱う事業及びこれに付帯する事
業において、別紙被告表示目録記載の表示を使用してはならない。

４ 被告は、別紙被告表示目録記載の表示を付したブルゾン、
Ｔシャツ、

１ ＡＲＫ—ＡＮＧＥＬＳ
２ Ａｒｋ−Ａｎｇｅｌｓ

３ アーク・エンジェルズ
４ アークエンジェルズ

（以上が判決内容。
以下はARK顧問弁護士による解説です）
裁判所は、林氏に対し、
「アーク・エンジェルズ」
の名称使用の禁止、名

称を付した商品の廃棄、抹消を命じた上、
１１０万円の損害賠償をするよ

う命じました。
アークの請求及び主張を全面的に認めた勝訴判決と評価
できます。

今回の判決によって、林氏は、
ただちに
「アークエンジェルズ」
の名称を

キャップ、
カレンダーを廃棄せよ。

使用できないこととなりました。従前の林氏の
「アークエンジェルズ」
の名

目録記載の表示を抹消せよ。

の判決に林氏が控訴した場合は、大阪高裁へ舞台が移ることになります

５ 被告は、看板、事務所テント、名刺、
パンフレットから、別紙被告表示
６ 被告は，、ark-angels.jp」
のドメイン名を使用してはならない。

７ 被告は、
インターネット上のアドレス
「http://ark-angels.jp」
におい

称使用は違法で、不法なものであることが明確になったのです。大阪地裁

が、
判決が覆ることはないものと考えております。

平成１８年９月に、
広島ドッグパーク事件が発生し、
被告林氏が
「アーク

て開設するウェブサイトから、別紙被告表示目録記載の表示を抹消せ

・エンジェルズ」
の名称で活動して注目を集め、大きな社会問題となりま

８ 被告は、原告に対し、
１１０万円及びこれに対する平成１９年１月１

ズ」
の名称を被告が無断使用したことから、
アークは平成１８年２月の時

よ。

日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。

９ 原告のその余の請求を棄却する。

10 訴訟費用は、
これを２分し、
その１を被告の負担とし、
その余を原告の
負担とする。

11 この判決は、第１ないし第３項、第６項、第８項に限り、仮に執行するこ
とができる。

（別紙）

被告表示目録

した。動物愛護団体として有名な
「アーク」
と類似する
「アーク・エンジェル
点で既に被告に対して名称使用の差し止めを求めましたが、被告はこれ

を無視し、無断で名称の使用を継続した結果、広島ドッグパーク事件を発
生させたものです。

被告・林氏による
「アーク・エンジェルズ」
の使用は違法です。
今後はマス

コミを含めて、林氏によるアーク・エンジェルズの表示がなされないように
お願いしたいと存じます。

本件は、動物を守ろうと考える全国の人たちに誤解を与えた事件であ

り、誤って寄付金をした人が多数認められます。今後そのような誤解によ

る被害が発生しないために、
皆様には十分にご留意をお願いいたします。

ルー、
ベイルート、
日本など10か国の代表が、2009年3月、
ロンドンのアクスブリッジに集いました。
目的は
「ドッグズ・ト
ラスト」
の新リホーミングセンター、
ドッグズ・トラスト・ヘアフィール
ドで5日間の研修を受けること。犬に咬まれた場合の対応から、政
治家との連携の取り方、動物関連法改正へのアプローチに至るま
で、様々なことを学べる機会です。
「ドッグズ・トラスト」は118年の歴史を持つ英国最大の犬保護団
体で、動物福祉の国際的向上のためのトレーニング・コースを運営
し、資金を出しています。世界でも最先端の施設を利用して、施設
運営、
リホーミングのプロセスなどについて直接学べる貴重な場を
提供しているのです。
１日6 時 間の授 業では、多
岐にわたるテーマが扱われ
ました。
ドッグズ・トラスト行
動部門部長、
リン・バーバー
さんは、犬の
「アタッチメント
理論」
を取り上げ、
この理論
を理解することが、犬の行
動向上を目的として実施す
るアセスメントに大いに役
立つと説明しました。
「アタッ
チメント理論」は（「愛着」
と
か「強い結びつき」
を意味す
る）
「アタッチメント」が希薄
なときに
「攻撃性」が起きる
ことを示しています。犬の攻撃行動の約90％は恐怖から、
９％は欲
求不満に起因し、
１％が特発性だと言われています。
「確固たる絆が
ある」
から
「不確実な混乱」
まで、5段階に分類された
「アタッチメン
ト度」
は、犬の行動理解に役立ちます。犬との信頼関係が確立され
れば、
その行動向上が期待できるのです。
（「アタッチメント理論」
に
関する詳細は、
アークのホームページ参照のこと。）
ドッグズ・トラスト教育プログラムは、7歳から11歳までの子供を
対象にしています。
この年齢の子供たちは新しい知識を素早く吸収
して、
しかも、両親や親戚、友人を変えさせる説得力を持っているか
らです。
法律に関する講義には、参加者の誰もが強く印象づけられました。
法律問題の講師、
マイク・ラドフォード氏が強調したのは——法律
は
「ポリシー」
に基づくもので、法律を変えるために弁護士である必
要はないし、
むしろ、実際に動物福祉現場で働いている人の方が、

どう変えるべきかを判断できる適任者だということ。
自らの信念を
主張する際には、科学に基づくのが効果的である——サイエンスこ
そ、国際的なものだから…とラドフォード氏は示唆しました。科学
の進歩は、私たちに
「ヒト以外の種」
のニーズに関して多くの知識を
もたらしましたが、同時に、
それを反映させる法律を整備すべき私
たちの道義的責任も大きくなったと言えるのです。関連する政策を
立案して、問題に取り組む責任者は政治家ですから、私たちは政治
家を恐れてはなりません。
ヘアフィールド施設長、
リチャード・ムーア氏による
「リホーミング」
に関する話には、多くの興味深い統計が含まれていましたが、
その
一つは、犬が新しい飼い主と出会うチャンスに関するもので、
４か月
以上センターに留まっ
ている犬は
「やっかいな
ケース」
とみなされ、譲
渡先を見つけるために
新しい措置が講じられ
ます。選択肢の一つは、
犬をよそへ移すこと。他
のリホーミングセンタ
ーに移転することで、里
親を見つける確率が飛
躍的に高まり、86％に
まで上昇するそうです。
リホーミング過程をで
きるだけ円滑に運ぶた
め、細心の注意が払われます。例として、大声で鳴きわめくオウムが
いる家に行くことになった子犬のケースが紹介されました。
その家
の玄関に初めて入ったムーア氏は、
うるさい鳥の声にとび上がった
とか。
そこで、彼はオウムのけたたましい鳴き声を録音して、食事中や、楽
しく遊んでいる子犬に小さな音量で聞かせることにしました。次第
にその音を強めていって、最後には大音響で聞かせたところ、子犬
は、新しい家に引き取られる頃には、
オウムの声をまったく気にしな
くなっていたそうです。
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of “ARK Angels” such as wind breakers, T-shirts, caps, calendars.

はならない。

2

10 The defendant must pay half the expense for running this trial, and

“ARK Angels” such as wind breakers, T-shirts, caps, calendars.

2 The defendant must not put the name or logo of “Ark-Angels” on

9

英国の「ドッグズ・トラスト国際研修」
に参加して

研修コースの雰囲気は、代表者もドッグズ・トラストのスタッフも、
一様に
「やればできる」
という感じでした。
すべてが前向きで、感情
に左右されず、提示された情報と知識だけに集中して
「新しいこと
に挑戦しよう…失敗を恐れるな」
という意欲にあふれていました。

International Training at Dogs Trust in London

B

riar Simpson from Tokyo ARK was among delegates from 10 countries

Topics included: behavioural assessment, evaluating the attachment theory,

attending the five day International Training course at the Dogs Trust state-

educating children in animal welfare, legislation and ways to make dogs more

of–the-art rehoming centre, Harefield, London in March 2009

rehomeable.

The Dogs Trust, with a 118-year history, organizes and funds the training sessions

The general atmosphere was one of a positive “can do” attitude; ready to try new

in order to help further animal welfare internationally. People who would otherwise

things, focused on the information and knowledge being presented, rather than

have no or little opportunity to do so are able to take advantage of one of the most

emotive decisions, and unafraid of failure. And in the words of Adrian Burder,

advanced facilities in the world to learn firsthand how to run a rehoming center and

Dogs Trust’s very successful fundraising director, “If you are not making mistakes,

how to manage the rehoming process.

you are not trying hard enough.”

3

Mike Arms' speech

M

動物シェルター運営の秘訣

ike Arms was one of the most popular speakers at the 10th International

1. Remember who your competition is. The backyard breeders and puppy

Companion Animal Welfare ICAW conference held in Stresa, Italy 2008.

mills are only in business to make money ! And because of them we are

He became President of Helen Woodward Animal Centre in 1999 after serving

faced with overcrowded shelters and the euthanasia of innocent pets. Know

ten years as district manager for the ASPCA in New York and twenty years as

your opponent

in 1999 the campaign has found homes for more than 1,500,000 orphaned

2. Operate your shelter as a business. Set goals to improve, then work to meet
those goals. Get serious about your success.

pets worldwide.
Mike also established the Centre’s “Animal Centre Educational Services”
programme to teach “the business of saving lives” to shelters worldwide.

Mike Arms’ story
The story of the unusual way he became involved in animal welfare is as

3. Your most valuable tool is the news media. Find out which of your local
celebrities have pets and then ask them to help you promote your programmes
and the orphaned pets in your kennels.
4. Be creative when working with the media. For example, we do not have,
“homeless “ or “unwanted” pets. We have “orphaned” pets that need

人気のあるスピーカーのひとりでした。彼は、
ニューヨークのASPCA（米

国動物虐待防止協会）地区マネージャーとして10年間、
その後、NSAL（
HWAC
（ヘレン・ウッドワード・アニマルセンター）
所長に就任しました。

1999年にマイクがサンディエゴで
（ペットの里親を募るキャンペーン）
「

ホーム・フォア・ザ・ホリデイズ」
を始めて以来、
世界中で150万匹を超える

「親をなくした」
ペットと新しい飼い主との出会いがありました。

また、
マイクは世界各地のシェルターに
「いのちを救う事業」
を教えるた

めに
「アニマルセンター教育サービス」
プログラムを開始しました。

マイク・アームズ氏の経歴

マイク・アームズ氏は並はずれた人物ですが、彼が動物福祉分野に関わ

るきっかけとなった経緯もユニークで感動的です。

the desire to make it big. An employment agency

5. Make your pets more appealing in the photos

願い、
ニューヨークにやって来ました。職業紹介所は、履歴に有利だから

suggested that he might take a position at the

on your website or the photos you send to the

ASPCA ( American Society for Prevention of

media. And remember that families do not bend

Cruelty to Animals) because it would look good

down to see cats near the floor. Raise cages to

on his resume. Mike didn’t even know what an

eye level.

ている恐ろしい行為を見るにつけ、そのストレスに耐えられなくなりまし

a good experience to manage the finances of

6. Another marketing tip is to put kittens together

を殺していたのです。
マイクは動物福祉業界以外の仕事を見つけたいと考

such a large organization. The stress of seeing

and give them names that compliment each

the horrors that mankind perpetrated against the

other. Who wants to adopt “Beckham” and

animals of New York quickly became too much

leave “Spice” alone in a cage? Show the public

for Mike, as the ASPCA was killing over 140,000

that these kittens belong together. You can also

innocent animals a year at that time. He tendered

name entire litters of puppies or kittens after

his resignation, deciding to find a job outside the

members of a sports team, Santa’s reindeer or

animal welfare industry.

even the reporters on your local television or

take on the world with an accounting degree and

ASPCA was at that time, but thought it would be

radio stations.

With just six days to go until his last day, Mike
got a call that there was a dog hit by a car in
the Bronx. There were no ambulance drivers available, so he took off his suit

7. Use the Buddy System. When a family adopts one pet, they can adopt a

jacket and put on an ambulance driver jacket and drove out to the accident

second pet at half the regular fee. Tell the media you want both pets to go to

scene. Upon his arrival he saw a black and tan shepherd/terrier mix lying in the

the same family.

literally bent in half. As Mike approached the injured dog two men came out of

8. Be available. Helen Woodward’s Animal Centre’s Adoptions department

a nearby doorway and asked him what he was doing. Arms calmly explained

is open everyday except Christmas and Thanksgiving. Our spokespeople

that the little dog was dying and he was taking him to the hospital. The men told

make television appearances on holidays and we are open to give families

him that he wasn’t taking the dog anywhere. Mike inquired as to if it was their

an opportunity to adopt a pet.

dog and they said, “No, but we are taking bets on how long it is going to live.”
Arms told them they were sick and turned to lift the dog into the ambulance. As

9. If you have a website, change the home page at least once a week. Select an

he bent to lift the injured puppy, the men attacked him with a bottle to the head

Adoptable Pet of the Week and display its photo on the home page. Change

followed by the smack of a baseball bat and the sharp pain of a knife thrust

the pet each Sunday night, giving people a reason to log on at least once a

into his hip and shoulder. Mike was knocked unconscious and as he lay in the

week. Your local news media may also want to be part of this. Ask them to

street bleeding the little dog, who should not have been able to move, crawled

remind their audience to log on each week to see your Pet of the Week.

to Mike’s side to lick him awake.
It was a true epiphany for Arms as he spoke to God and said “Let me live,

10. Remember that our goal is to send each orphaned pet home with its new,

and I promise you, I will do everything in my lifetime to protect them.” The

forever family. We are not here for personal glory. We are not here to hoard

puppy died but Mike has remained true to his word as the man who has saved

the pets for ourselves. We are not here to judge the people who walk through

more animals than any other person, living or dead, in animal welfare history.

our doors. Our goal is to match the needs of pets with the desires of their

Mike Arms’ speech
We all want to increase the number of pets adopted and decrease the number

families.
Let’s be successful.......one pet at a time.

of pets that are put to sleep. Mike Arms believes that we can be successful.
Here are a few of his ideas to help increase your rehoming figures.

(with kind permission of Mike Arms and the Helen Woodward Animal Centre)

1960年代、彼は取得した会計学学位の資格を活かして世に出たいと

です。
あなたの敵を知ること！
２．
シェルターを
「企業」
として経営しなさい。
目標を高く掲げ、
それを達成

するために努力すること。絶対に成功させると信じて真剣に取り組みな

さい。

３．最大の武器はマスメディアを上手に利用すること。
ペットを飼っている
地元の有名人に協力を依頼します。様々な企画の実施や、犬舎にいる
「

親を失った」
ペットの里親を募るにあたって有名人の助けを借りるので

す。

４．
メディアとの仕事には独創性を重視すること。
たとえば、私どものシェ

ルターには
「家のない」ペット、
「不要な」ペットはいません。
いるのは、
家族を必要とする
「親をなくした」
ペットです。

５．
ウェブサイト上に載せたり、
メディアに送るペットの写真をもっと魅力

的なものにしなさい。猫を見に来た家族がしゃがみ込まなくていいよう

とASPCAへの就職を勧めました。
当時のマイクはASPCAについて何も

に、
ケージを訪問者の目の高さに置くなどの工夫を怠らないこと。

だろうと考えました。
ところが、就職してほどなく、彼は人間が動物に犯し

６．
マーケティングのもう一つの秘訣は、二匹の子猫を組にして互いに呼

た——当時、
ニューヨークのASPCAは年間14万匹以上もの罪なき動物

パイス」
を残すなんて、誰にもできないでしょう？ 二匹は仲良しで離

え、
辞表を提出しました。

た）
同腹子の子犬／猫全員に関連した名前をつけるのも名案です——

知らなかったものの、
それほど大きな組織の財務担当は良い経験になる

退職まであと6日を残すばかりになった日、
マイクはブロンクスで犬が車

にはねられたという連絡を受けました。救急車のドライバーが間に合わな

いため、
マイクはスーツのジャケットを救急隊用の上着に着替えて事故現

場に向かいました。現場に到着したところ、黒と褐色毛のシェパード／テ

リアのミックス犬が道に倒れていました。
ものすごい勢いではねられたた
めに背中がつぶれて、
まさに真二つに折れ曲がっていました。
マイクが負
傷した犬に近づいたとき、近くの戸口から男が二人出て来て、何をしてい

応する名前をつけること。
「ベッカム」
だけ引き取って、
同じケージの
「ス

れられないと人々にアピールしなさい。
また、
（同じ親から同時に生まれ

スポーツチームのメンバーでも、
サンタクロースのトナカイの愛称でも
いいし、
地元テレビやラジオ局のレポーターでも構いません。

７．
「バディ・システム」
にするのも効果的です。
ペットを一匹引き取れば二

匹目を通常料金の半額にします。
メディアには、二匹のペットを同じ家
庭で飼ってほしいと伝えます。

るのかと尋ねました。
「子犬が死にかかっているので病院に運びます」
とマ

８．多くの人が利用しやすいように便宜を図ること。ヘレン・ウッドワード・

ちの犬ですか？」
とマイクがきくと、
「いや、
そうじゃない。
あいつがいつ死ぬ

日開いています。休日には広報担当者がテレビ出演しますし、家族みん

イクは冷静に説明しました。
「犬をどこへもやるなよ」
と男たち。
「あなたた
か、俺たちは賭けてるんだ」
と彼らは答えます。
「恥知らずな」
とマイクは彼

らをたしなめ、犬を抱いて救急車に運び入れようと向きを変えました。
負
傷した子犬を抱き上げようとかがみ込んだとき、
男たちは彼の頭を瓶でな

ぐりつけ、
また、野球のバットで攻撃しました。
マイクの腰と肩に鋭い痛み

が走りました——ナイフで切りつけられたのです。彼は気を失って路上に
血まみれのまま倒れこんだのですが……なんと、
身動きできないはずの子
犬がマイクのそばまで這って行って顔をなめ、
彼を正気づかせたのです。

それはマイクにとって、
まさに神の啓示でした——彼はもうろうたる意

識の中で神に祈り
「私を生かしてください。
そうすれば、
動物保護に全生涯

を捧げます」
と誓いました。子犬は助からなかったものの、
マイクはその約

束をずっと守り続けています——動物福祉史上（故人をも含めて）彼ほど
多くの動物を救った人はいません。

マイク・アームズ氏のスピーチ

新しい飼い主と出会うペットの数を増やし、処分されるペットを減らし

たいとは誰もが望むこと。
やり方次第で成果を上げられる——マイク・ア

ームズ氏はそう信じています。
リホーミング率を高めるための彼の提案を

いくつかご紹介しましょう。

１．誰があなたの敵かを忘れないように。
ブリーダーとパピーミル
（子犬繁

殖工場）
は金儲け商法に徹しています。
シェルターが大混雑し、罪なき

ペットを安楽死させる現実に私どもが直面するのは、彼らのせいなの

アニマルセンターのリホーミング部門はクリスマスと感謝祭以外は毎
なでペットを見に来て里親になってほしいと私どもは考えています。
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families.

He arrived in New York in the 1960’s ready to

street. The dog had been hit with such force that his back was broken - he was



10回ICAWC（国際コンパニオンアニマル福祉会議）
において最も
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remarkable as the man himself.

イク・アームズ氏は2008年イタリアのストレーザで開催された第

ノースショア・アニマルリーグ）事業部局長を20年間つとめ、1999年に、

Director of Operations for North Shore Animal League.
Since he developed the “Home 4 the Holidays” adoption drive in San Diego

マ

— マイク・アームズ氏のスピーチより —

９．
ウエブサイトを設けている場合、少なくとも週に一度はホームページ

を更新すること。里親を募集している動物の中から
「今週のペット」
を

選び、
ホームページに写真を掲載します。毎週日曜の夜に新しいペット

に変えて、最低週に一度は閲覧する必要があると思わせるのです。地元

メディアにも協力を依頼すること。視聴者が毎週ホームページにアクセ
スして
「今週のペット」
をチェックするように伝えてもらいます。

１０．私どもの目標は「親をなくしたペット」
を終生世話してくれる新しい
家族に譲渡すること。私どもは個人の名誉を求めているのではなく、多

数のペットを自分のために蓄えているのでもありません。訪れる人たち

を審査するのが目的でもありません。
ペットのニーズと里親家族の希望

とがぴったり合う縁組をコーディネートすること——それこそが私ども
の目標なのです。

必ずや成功させましょう…まず一匹、
そして、
また一匹…親のないペッ

トに家族を！

（当記事は、
マイク・アームズ氏と
「ヘレン・ウッドワード・アニマルセンタ
ー」
の許可を得て掲載しました。
）

5

下関市の取り組みについて

下

関市では、平成21年度稼動予定の
「下関市動物愛護管理センタ
ー」施設整備に伴い、行政管理上致死処分がやむをえない動物の

（この記事の内容は、
下関市の広報からの抜粋です）
研究発表過程は以下のとおりです。

処分方法について、以下の3点において従来の他の方法に替わり、
「吸入

平成20年2月30日(木) 全国動物管理関係事業所協議会全国大会

とになりました。この手法のポイント(特徴)は以下123のとおりです。

平成18年8月26日(土) 第45回山口県獣学会 公衆衛生部門

麻酔剤リサイクルシステムによる手法」
を導入し致死処分の実施を行うこ

平成18年10月8日(日) 第44回中国地区連合獣医師大会

平成18年3月18日(土)平成17年度日本獣医師学会年次大会(つくば)

「変化を起こすには、間違った行動をとっている人の意見にも耳を傾
け、
まず、
対話を試みること。
」

徳

— ジェーン・グッドール —

島県での動物救出活動は、根気のいる、
つらい仕事です。至る所

に助けを必要とする動物がいます。
どのシェルターも、野良犬／

猫や捨てられたペットでたちまち満員になってしまいます。
ただし、
レスキ

公衆衛生部門

ューグループの場合、選択が可能で、
自分たちの資力や人員、提供できる

などの麻酔剤は常温保存で危険性が無い。
また、致死行程において動物

この方法の検討の過程で、獣医学的視点について、社団法人山口県獣医

を決めることができます。
ところが、
日本各地の保健所にはこのような選

化が可能である。

研究科長・山口大学田浦保穗教授、宮崎大学(現東京農工大学)永延清

量殺処分することで過密状態を解消してきました。徳島県の場合、10年

1  人への配慮:

従事職員への高い安全性、精神的負担の軽減化、低コスト。
セボフルラン

に苦痛がなく、精神的負担が軽減化される。
かつ、再利用により、低コスト

2  動物への配慮:

3  環境への配慮:地球温暖化物質を回収し再利用する
なお、
このたび「動物の処分方法および装置」
について平成20年9月に特
許が確定いたしました。(特許番号4191726号)

システムの概略は以下のとおりです。
処分の対象となる動物に、動物用処分装置から液化回収された吸入麻
酔剤(セボフルランを主とした)を吸入させ、終始、酸欠状態にならない酸
素濃度を保ち、
かつ、吸入麻酔剤濃度をコントロールしながら(苦悶苦痛

師会元会長・山口大学中間實徳名誉教授、山口大学大学院連合獣医学
和准教授、
他たくさんの獣医師の諸先生よりご指導をいただきました。

with the improved facilities, an “inhaled anesthetic recycling system”
method will be introduced for those animals whose euthanization is

unavoidable from an administrative standpoint. This system differs from
other conventional methods on the following three points:
1 Consideration for humans:

Very safe for staff members, decreases the emotional strain, low-cost.

Anesthetics such as sevoflurane are stored at room temperature and
are not hazardous. In addition, since the animal feels no pain during

the death process, the emotional strain on staff is decreased. Reuse
of the anesthetic makes it possible to keep costs down.

2 Consideration for animals:

The animal feels no pain. The method uses the inhaled anesthetic

most used in human medicine (sevoflurane), and causes no pain.

3 Consideration for the environment:

Recovery and reuse of global warming agents.

やり、清掃、
ケアの実施計画を作成。地域猫を共同体の一部として行政が
把握する。

2008年、徳島県に
「動物愛護推進協議会」が設置されました。
この委員

化が実現でき、
かつ環境への配慮もかね備わり、
動物・人(心と体)・環境バ

わるボランティアから構成され、活動方針と計画について意見を交換し、

思量しております。 処分される動物を発生させないように取り組むことは

殺処分数を半数に減らし、次の5年間でさらに半減するというもの。私が

実現可能となりました。
この手法は麻酔剤を回収することにより低コスト
ランスの取れたシステムとして、
もっとも理想的な致死処分方法であると
当然のことですが、
やむをえず殺処分される動物数がゼロになるその日ま

で、可能な限り我々人間が動物や環境へ配慮出きる努力は継続すべきで

あり、
その一つの分野でありますが、
この下関市方式について、全世界の
皆様へ情報発信させていただきます。

動物の処分に関する指針(1985)      総理府告示第40号
安楽死に関する研究会報告 (2000)    米国獣医師会

JALASシンポジウム (2008)      (社)日本実験動物学会

6,017匹とおよそ半減しました。
これは数字の点では向上したとはいえ、

会は、徳島県と市の職員、教育委員会、獣医師協会、
それに動物福祉に携

The animal to be euthanized is made to inhale liquefied and retrieved

anesthetic (principally SEBOFRANE) from an animal-use euthanasia

device. Oxygen levels are maintained from start to finish, so that
oxygen deprivation does not occur, and the concentration of the inhaled

anesthetic is controlled (so that they are in a state where pain does
not occur). The animal is anesthetized (effacement of movement and

consciousness are confirmed), and cardiac arrest is confirmed after a
fixed period. Subsequently, the excess (gaseous) anesthetic is liquefied

and retrieved. Under this system, the retrieved anesthetic is stored
under water-seal, and can be used again.

euthanized. However, until the day when the number of animals that

must be put down reaches zero, we humans must continue to give as
much consideration as possible to animals and to the environment.

While this is only one such field, we would like to transmit the information
about Shimonoseki City’s method to everyone around the world.

手術実施率は5割にとどまっていた。
）

− 65歳以上の申請者は申し込むときに代替飼養者を決めておかない限
り、
里親になれない。

＊ 里親募集目的での引き取りを許可

代表をつとめる
「ハート」
も委員として協議会に参加していますが、徳島県

を引き取って里親を募集することができる。

協力して精一杯努力したいと思っています。

      「ハート徳島」
のホームページ：

をコンパニオン・アニマルにとって暮らしやすい町にするため、他の委員と

致死処分される動物の数を減らすだけでなく、健康なペットの殺処分数

愛護団体／個人は申請を行なって許可されれば、管理センターから動物
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The winds of change -Making Tokushima a better place for companion animals Susan Mercer
“ Change happens by listening and then starting a dialogue with people who
are doing something you don’t believe is right.”
Jane Goodall

A

We at HEART believe that it is possible not only to decrease the numbers
of animals killed, but to completely eliminate the killing of healthy pets. By
working with others involved in animal welfare in our community, “no-kill” can
and will be reality. Action is the key to change and the gyosei (local authorities)

nimal rescue in Tokushima prefecture is arduous and heart-breaking

have shown they are willing to listen, step up to the plate and bring about

work. There are animals in need everywhere. From feral cats and

lasting change. For that, we applaud them.

dogs, to abandoned pets, any rescue organization could be full to capacity

  

in an instant. Rescue groups, however, have a choice. We can decide on the

Highlights of revisions to Tokushima prefecture “Dobutsu aigo dokuji” (Special

number of animals we have the resources to care for and accept or refuse

Ordinance) 2009  

in-takes accordingly. Japan’s hokenjos do not have the same choice and for

* Instatement of “Chiki neko (community cat) guidelines”. -Protocol on TNR,

many years the only answer to over-population has been mass killing by the

feeding, cleaning and care of community cats giving official recognition to “

authorities of stray and unwanted companion animals. 10 years ago, Tokushima

chiki neko” as part of the community.

Prefecture disposed of more than 12,000 cats and dogs and since then the

* Changes to the Dobutsu Aigo Centre’s adoption policy.

numbers have been steadily declining. By 2008 that number has been cut in

    -Potential adoptees are now required to fill out an application for adoption.

half, with 6017 animals being killed at the Kanri (Animal Control) Centre. This

   -Mandatory neutering by 6 months of age- In previous years, center staff

is progress in terms of numbers but we still have a long, long way to go.
The“Dobutsu Aigo Shuishin Kyogikai” (Committee to promote guidelines for
animal welfare) was instituted in Tokushima in 2008. This committee is made
up of volunteers, prefecture and city officials, the department of education,

Of course we are striving to ensure that no animals need to be

務化する。
（以前は、
センター職員が新しい飼い主に手術を勧めるだけで、

連携を図るものです。委員会の目標は、5年間で動物管理センターによる

                           

The system outline is as follows:

−   里親希望者は申請書に記入しなければならない。

and the veterinarian’s association, who work together to exchange ideas on

simply advised new owners to have their new pet neutered. They had only
about a 50% compliance rate.
    -Applicants over 65 are not eligible to adopt unless an alternative caregiver
is decided on at the time of application.
* Registration of rescue organizations and individuals for transfer of animals

policies and plans. The goal of this commission is to cut the number of animal

from the animal control facility.

killed at the Kanri centre in half in the next five years, and then half again in

-Rescue group and citizens can apply for and if granted registration, are able

the following five years. HEART is proud to be part of this committee and we

to receive animals from the Kanri centre which they can put up for adoption.

are dedicated to working with others to make Tokushima a better place for
companion animals.
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prefecture, is scheduled to begin operations in April 2009. Along

（猫を捕獲して不妊手術後に元に戻す）TNRプラン、地域猫に関する餌

取り入れ、致死行程での動物の苦痛について十分に考慮した致死処分が

(This article is an abstract from the Shimonoseki city publicity department)

he Shimonoseki City Animal Welfare Center, in Yamaguchi

徳島県動物愛護条例改定2009の要綱

＊「地域猫ガイドライン」
の設置

− ペットが生後6か月になる以前に避妊／去勢手術実施させることを義

で最もよく使用される吸入麻酔剤(セボフルランを主とした)による方法を

The Shimonoseki City Animal Welfare Center

T

当局に拍手を送りたいと思います。

まだまだ目標にはほど遠い状態です。

動物の処分に関する指針の解説(1986)   (社)日本獣医師会

込まれます。

革をもたらす鍵ですが、行政サイドも広く意見を聞いて前進し、持続可能

な改革の推進に意欲を見せています。
その点に関しては、徳島県の自治体

上記により、世界で初めて、行政機関での犬ねこの致死処分について、人

- 終わりに -

用可能となります。吸入麻酔剤の液化回収装置は実験室レベルでほぼ

許取得済み(地球温暖化物質回収)の装置を用いるため、低コスト化が見

前には1万2千匹の犬猫を殺処分していましたが、以後、
その数は着実に

可能であり、
やがては目標を達成できるものと考えます。
「行動」
こそが変

＊ 動物愛護管理センターの
「里親制度」方針の変更

- 参照文献等 -

100%の回収率が確認された(現在国内5大学付属病院にて稼動中)特

択の余地はなく、長年にわたり、各自治体は野良犬／猫、不要ペットを大

をゼロにすることもできると私ども
「ハート」
は確信しています。地域社会

で動物福祉に携わる人たちが力を合わせれば、
「殺さない」方針の実現が

減少傾向にあります。2008年には動物管理センターによる殺処分数は

  

時間保留後心停止を確認します。 その後、余剰麻酔剤(ガス状)を液化回
収します。 水封貯留した回収麻酔剤は、繰り返しこのシステムにおいて使

ケアに見合う収容数を判断して、動物を受け入れるか、
それとも、断るか

スーザン・マーサー
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動物は苦痛がない。人の医療上でもっとも使用される吸入麻酔剤(セボフ

ルラン)を用いた、苦痛の無い手法である。

のない状況において)麻酔下(体動の消失、意識の消失確認)におき、一定

6

徳島県に変革の動き——ペットが暮らしやすい町の実現に向けて
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Happy Homes
We moved to the US. That was a long journey but Luts, or Lucky Too, was all right. He

ジーニィ、
くるみ Jeanie & Kurumi

is doing very well. Now he is acting like a

ジーニーは膝の上が好きで、6キロ

nice brother (or grand-pa??) to our two cats.

近い体を委ねてきます。お米のよう

タークィン
Tarquin

に重いです。ジーニーとくるみが来

少しずつ信頼関係が出来つつあり、毎日楽しく過

care at ARK.

てからというもの、
家に帰るのが楽し

ごしています。甘えん坊で食いしん坊で内弁慶で、

みで楽しみで、毎日の生活が楽しく

とても可愛い我が子になってくれました。本当に

なりました。
これからも、大切にして

出会えて良かった！

いきます。

He is gradually coming to trust us, and is en-

Jeanie loves to settle on my lap.

joying his time here. He is such a baby, always

She weighs six kgs, quite heavy like

looking for food, very shy of strangers but bossy

a sack of rice. Every day I feel the

at home. Such a cute boy! We are so happy to

need to go back home as early as

have met him.

アメリカに引越しました！ 無事に飛行機の長旅
もこなしました。皆さんが健康に気を使ってい
ただいていたお陰で、
ラッツは今でもとても元
気です。今は２匹のネコちゃんの立派なお兄さ
ん
（おじいさん？）
です。
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ラッツ
Lucky Too

レモンとオーズィー
Lemon & Ozzie

possible in order to see her. I promise I will keep giving her my best.

のぞみ Nozomi

チェリーとボス
Cherry & Boss

小六 Koroku

アークで8年間暮らしていたチェリーにも、
ついに自分の家族ができました！ 犬が苦
手だと言われていたチェリーですが、同じ
くアーク出身のボスと、老犬カップルで仲
良く暮らしています。
Cherry was finally adopted after eight

壊行為もあり、
もりだくさんな毎日です。女王

years at ARK. It was said she had dif-

様キャラのレモンと、意外とナイトなオーズィ

ficulty getting along with other dogs,

です。

but now she happily shares a room with

The two always play together, sniffing every

Boss who was originally an ARK dog,

corner in the house, running around the

too.

garden, curiously looking up and down the

無事にしつけ教室も終了しました。
とても明るく、

street, making a lot of mischief by breaking

色々面白いことをやらかしてくれるので、我が家

something, they do so many things in a day,

では
「ナイスキャラ」
と評判です。かわいい小六と
の散歩が毎日楽しみです。

busy busy busy! Lemon is behaving like a
queen, and Ozzie a knight.

くろみ、
ぽぽ、
きゃろっと Kuromi, Popo, Carrot

横浜の市街地を散歩するのも好きでしたが、
ここ松崎の田舎の方がも

Koroku finished a training course without a prob-

っと好きみたいですよ。
これから動物を飼いたいと考えている人と会う

lem. He is very cheerful and is sometimes funny

たびに、
「アークならこんな素敵な子に会えますよ!」
と宣伝します。

as well. We really love his character. Walking with

She loves the walks in Yokohama and loves them even more in the

Koroku gives us a lot of enjoyment everyday.
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2匹は家の中を探検したり、庭を走り回った
り、お散歩でキョロキョロしたり、
もちろん破

A VOICE FOR ANIMALS

Thank you so much for giving him such good

country in Matsuzaki. We certainly recommend anyone looking for a
terrific companion to meet the many great dogs and cats at ARK and
find one that suits your family as well as Nozomi fits ours.

リジー、
キンジロウ

キャロちゃんは鳴き声が「きゃーきゃー」

Lizzy & Kinjiro

ととてもかわいいです。
くろみは「クーク
ー」
、
ぽぽは、
ほとんど鳴かないです…
Carrot mews like “Kya-Kya “, Kuromi
“Coo-Coo “, but Popo seldom mews...

リンク Link

ペニー Penny

ソファはリジーと金次郎に取
られて、私はいつも床に座っ
ています。
ソファに座るとふた
りが寄って来て重いので大
変なのです。
Our couch is usually occupied by the two, so I sit on
the floor. I dare not sit on the
sofa, because if I did the two
would lean on me and they
are too heavy to support.
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Tokyo Event

東京イベント
Charity Platform Gala evening
「チャリティプラットフォーム」主催のパーティー
Tokyo ARK staff together with Elizabeth Oliver attended the

大阪イベント
写真展「躍動する犬たち」、
大きな反響を呼ぶ

Charity Platform Gala evening held in Tokyo on April 27th.

Kentaro Washi's Photo Exibition
As last year, Kentaro Washi’s Photo Exhibition of ARK Dogs at Play,
held at the Little Sprout Gallery in Shukugawa 8/9/10 May, was a
resounding success with more than 300 visitors over the three days.

This event brings together many NPOs and NGOs from

many fields of charity work and is a great opportunity to

Thanks to Washi san for his brilliant photos and to the team of staff and

network with other groups.

volunteers that worked so hard to make the event such a success.

東京アークのスタッフは４月２７日、
アーク代表オリバーととも
席しました。会場にはチャリティーを行う多くのNPO・NGOが
集まり、
団体同士の関係を深める貴重な機会となりました。

A VOICE FOR ANIMALS

Tokyo ARK joined the Earth Day event
アースデイのイベントに参加しました

衆議院議員の木挽司氏にも

Thanks to the kindness of Tomatsu san of WAN NO HANA,

ご来場頂きました!

April 18th /19th 2009.

the house of representatives,

Tokyo ARK was able to join the events of Earth Day in Tokyo

Tsukasa Kobiki, a member of

４月18日-19日、
アースデイのイベント会場にて。
参加に際しまして、

also dropped by.

「わんのはな」
の戸松様には大変お世話になりました。
あらためて
御礼を申し上げます。

「親のない犬に新しい家庭を！」
と呼びかける世界的キャンペーン、
ワール
ド・ウフ・ツアー。
マスコット犬「オスカー」
は、南アフリカ共和国からスター
ト、世界30か国、60か所ものシェルターを次々と訪問し、幸せな家庭に入

るチャンスを待つ仲間たちの代わりに里親運動促進のメッセージを伝え
ます。一行はアフリカ大陸から、
ヨーロッパ、
アジア諸国を歴訪。
日本では

アークに立ち寄る計画です。
アークはオスカーを歓迎するため、7月26日
に篠山市の新しいアーク所有地で、
サンクチュアリ」資金集めを兼ねたバ

ーベキューパーティを開催することになりました。皆様のご参加を心から

お待ち申し上げます。
また、
翌月曜日、
「東京アーク」
で開かれる里親会にも

（27日午後5時〜8時）、オスカーが姿を見せる予定です。篠山に足を運
べない方も、東京で彼に会うことができます。

(ツアーに関する情報は、www.worldwooftour.com をご覧ください。）

ARKBARK Gala Dinner

日時： 2009年7月26日
（日曜日）

場所： 兵庫県篠山市後川
（しつかわ）

（車によるアクセスは、
三田〜篠山を結ぶ県道37号線

から。
参加者には、
案内地図を後日お送りいたします。
）

当日の予定： 午後1時開場。ツアーパレードと歓迎式。

2時半からのバーベキュー開始。
食事とドリンクを

お楽しみください。

参加費： 大人1名様につき4,000円。
（うち一部は、
「サンクチュアリ」
基
金に寄付されます。
）お子様は2,500円。犬は無料。

愛犬連れの方大歓迎。広いドッグランと水遊びできる川があり、皆様には
涼しい木蔭でおくつろぎいただけます。
アウトドア用のチェアやテーブル

セットをお持ちの方は、
ぜひご持参ください。参加ご希望の方は、
ファック

ス、電子メール、
または、郵便で、7月1日までにお申し込みください。希望
者多数の場合はお断りすることがありますので、
お申込みはお早目に。

in the grand ballroom of the Ramada Osaka

On Saturday, November 7, 2009, ARK will be holding the first of what we hope

include a sit-down, buffet style dinner. There will be live music, a silent auction,

will become an annual fundraising event - ARKBARK Gala Dinner. This will be

and an opportunity to learn about ARK’s new Sasayama facility. Benefits from the

the commencement for the celebrations surrounding ARK’s 20th anniversary

event will be specifically used for building this new, multi-purpose, state-of-the-art

next year. As this will be a gala event, formal attire (black tie or national dress)

home for hounds, felines, and other worthy residents.

is recommended. However, just because you are dressed up, there is no reason

Currently, we are in the process of finalizing the details for this gala event. If you

to leave your best friends at home! You are encouraged to bring your pets with

would like to sponsor, donate, or provide services for the ARKBARK Gala Dinner

you.

please contact ARK office.

The party will be held in the grand ballroom of the Ramada Osaka, and will

Thank you, and we hope to see you there.

FUNDRAISING BARBECUE PARTY
with Oscar and the World Woof Tour
World Woof Tour ( www.worldwooftour.com/)

Date: Sunday 26th July 2009
Place: Shitsugawa, Sasayama. ( off route 37 Sanda-Sasayama, we can send
a map for directions).
Time and schedule:
Ground opens at 1pm, tour around site followed by welcome

is all about promoting adoption of homeless dogs. Oscar the tour’s mascot will
set off from South Africa and travel through 30 countries visiting 60 shelters

ceremony. Barbecue ( all you can eat and drink) from 2.30 pm.

to spread the message that many special homeless dogs are waiting for a

Party fee: ¥4000 per person (part of which is a donation to the new facility)

SUMMER 2009

SUMMER 2009

アーク
「ＢＢＱパーティ」
のお知らせ
——「ワールド・ウフ・ツアー」
のオスカーを迎えて——

A VOICE FOR ANIMALS

５月８、
９、
１０日の日程で西宮市の
『ギャラリー小さい芽』
にて開か
れた、
アークの犬たちをテーマにした写真展『躍動する犬たち』。
３
日間の会期を通じて３００名以上の入場者で賑わい、大きな反響
を呼びました。素敵な写真を提供して下さった鷲賢太郎さんに心
から感謝します。
また、会場まで来てくださった方々、写真展開催の
ために協力して下さったすべての方々に、深く御礼を申し上げます。

に
「チャリティープラットフォーム」主催の記念パーティーに出
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Osaka Event

and ¥2,500 for children. Dogs free.

happy home. After travelling through Africa, Europe and across Asia, he will
visit Japan and ARK. To welcome him and his team, we are planning to hold
a barbecue party at our new land in Sasayama. Please try to come. Oscar will

We want to welcome as many dogs as possible. There is a dog play area where

also be attending an adoption event organized by Tokyo ARK at Dog Sign on

dogs can run around freely, a cool river for a paddle and lots of shady trees for

Monday 27th 4-7 pm, so if you can’t make it to Sasayama, you can meet him

everyone to chill out. Please apply by fax, email or post by 1st July to avoid

there. (please contact Tokyo ARK for more details)

disappoitment as we may have to limit numbers. If you have picnic tables and
chairs, please bring them along.

ARK設立記念ディナーパーティーを開催

ー 大阪ラマダホテルにて ー

2009年11月７日、
アークは"ARKBARK Gala Dinner” を開催します。
アーク

リの建設・運営費に当てられます。

のスタートを飾るものとなります。会場には、
フォーマルなスーツ、
ドレスで

ークでは、今回のパーティ運営のための物品や資金、飲食物の寄付、運

パーティーの会場は、
大阪・中津にあるラマダホテルの大ホール。
ビュッ

賜われますよう、心からお願い申し上げますとともに、
ひとりでも多くの方

設立２０周年を来年に控え、今回のパーティは、一連の設立記念イベント

お越し下さい。
会場内にはペットの同伴を歓迎いたします。

フェスタイルのパーティで、座席もご用意します。音楽の生演奏、
パーティ
ーオークション、
篠山市内に建設予定のアークサンクチュアリ
（仮称）
の施

設紹介などが盛り込まれる予定です。
パーティーの収益は、
サンクチュア

現在、
ディナーパーティの企画・進行を最終調整している段階です。
ア

営の補助、
その他のサポートを募集しています。
ぜひとも皆様のご支援を
に、実際にパーティ会場まで足をお運び頂けたらと希望いたします。
パー

ティーの開始時刻、
会場までのアクセスなど、詳細は、次号ニュースレター

７５に掲載予定です。
ご精読ありがとうございました。
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Reynard, the foxy dog becomes a Star at Universal Studios

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

アーク出身の犬「レナード」
がＵＳＪの人気スターに！

昨

A

nother phone call, another problem Shiba ! Two year old male

年、USJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）
のスタッフさんがアトラ

Shiba bites its owner and other members of the family, therefore

クションに出演する犬をさがしにアークを訪れ、数ある犬の中から
（

want ARK to take this dog. But wait a moment, why did this dog bite

赤茶色の）
レナードを選びました。彼は華やかなスターの座が気に入った様

its owner in the first place ? First let’ s establish the background to

子で、
アメリカの最も有名なファンタジー「オズの魔法使い」
に基づくショー

this case. First mistake. Family, first time owners, knowing nothing

「トト＆フレンズ」
に毎日出演しています。
レナードの最新芸は
「なわ跳び」
で

about dogs think Shiba dog, looking cute as a puppy, is the right dog

す。最近、
また、USJから人が来て、
さらに二匹のアーク犬、
モモとブルータス

for them. Actually no dog is right for them unless they study a little

を連れて帰りました。彼らも同じショーに出演するために訓練を受けるそう

bit more about the nature of dogs. Also ( second mistake) dog is tied

です。
この人気ショーには様々な種類の動物が出ていますが、皆自然な演技

outside, therefore unsocialized and stressed.

でお客さんを楽しませているとか…さすがUSJですね。

皆さまも、機会があれば大阪のUSJに出かけて、
このショーに出演してい

る動物たちをご覧になってください。
子供さんが喜ぶこと間違いなしです。

the many dogs here, to be part of their show ‘Toto and Friends’, based on America’s
most popular fairy tale, ‘The Wonderful Wizard of Oz. Reynard loves the razzmatazz
of stardom and performs everday. His latest trick is jumping over a skipping rope.
Recently USJ came again and chose two more dogs, Momo and Brutus who will be
trained to appear in the same show. There are many different kinds of animals in
this hugely popular show and it is a credit to USJ that they all perform naturally and
genuinely love showing off.
If you have the chance please go to USJ in Osaka and see ARK dogs in this show,
your children will love it.

（オス）
が飼い主と家族をかんだ。
それで、
その子を引きとってほ

しいんだって。
でも、
ちょっと待って——いったい、
どうして犬はご主人

をかんだのか——事件の背景をはっきりさせておこう。第一のまちがい

は、犬を飼うのははじめてで、犬のことを何も知らない家族が、かわい

いシバの子犬を見て、
これにしよう…と決めたこと。
だいたい、
もう少し
犬の性質などを勉強しなくちゃ、飼う資格がないよね。第二のまちがい

は、犬を外でつないで飼ったこと。社会くんれんできないし、
ストレスが

たまるもの。

オジイサンが犬を散歩に連れて行こうと思った。
でも、
犬は骨をくわえ

ていた。散歩のためでも何でも、犬は
「戦利品」
をゆずりたくないもの。
オ

Dear All

I am sending this postcard of models, Pumi

This is to let people who knew our beautiful little dog Hana that she

and Momo, who we adopted from ARK and

passed away today.  She had been suffering a number of illnesses, and

brought back to Finland. They are modelling for

unfortunately they plus old age caught up with her today. At least she

a campaign to collect money for homeless dogs.

has gone to a better place and is now at peace. She gave us so much

The cards are selling very well in supermarkets

love and happiness, and we will miss her dearly.

and discount shops. Pumi and Momo also

Thank you to all who knew her and what she meant to us.

Grandfather gets bitten as he attempts to remove bone.

Father gets bitten for a different reason. Dog is asleep but father

coming home from work thinks it will be fun to play with the dog. He
therefore goes to the sleeping dog and hugs it ! Oh dear. Hugging
even a very tolerant wide-awake dog is a bad move. But a sleeping

one ? forget it. Why ? Have you ever seen dogs hug each other ?
Hugging is not something we do. Humans of course, coming from a
primate background, and some animals like apes love to hug each

other, but dogs, no. In fact a dog that puts its front paws on another
dog, unless they are old buddies, is actually showing theatening
behaviour and this in canine society is very rude.

ジイサンは骨をとりあげようとして、
かまれた。

Pärvi

オトウサンがかまれたのは、べつの理由から。仕事から帰って来たと

SUMMER 2009

SUMMER 2009

A letter from Finland

appear on a poster.

ア

ークの電話が鳴る… またしても、問題のシバだ！ 2歳の柴犬

like many dogs does not want to give up his trophy, walk or not.

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

Last year, Universal Studios Japan came to ARK and picked Reynard from among

Grandfather thinks he will take dog for a walk but dog has bone and
（昨秋
「虹の橋」
を渡った後も、
バジャーは天国からアークへ手紙を送り続けています。
）

き、犬は眠っていた。
いっしょに遊びたいと思ったオトウサンは、眠って
いる犬のところに行って抱きついた。
まさか！ すごくやさしくて、
バッチ

リ目をあけている犬でも、
「ハグ」
はよくない。眠っている犬には？ とん

でもない。
なぜかって？ 犬どうしがハグしあうのを見たことある？僕ら
はハグなんてやらない。
もちろん、
ヒトはハグするし、
「れいちょう類」
の

しゅうせいだから——（ヒトに似た）
サルなんかは抱きあうけど——イ
ヌはやらない。
じっさい、犬が前足を他の犬にかけるのは、相手をおどか

Lots of love

す行為。
つまり、犬社会ではとても失礼なことなんだ。

Adam & Jennifer

知らない犬に近づくとき、
目を合わせながら、正面からまっすぐ歩い

ていって、犬の頭をなでたりする人が少なくないよね。
もしも、
ある犬が

よく知らない犬に同じことをしたら、
やっかいな結果になるはず。礼儀正

しい犬は、他の犬にはかならず横から近づく。人間も同じようにすべき
なんだ。犬を自分のところに来させて、
においをかがせる。
フレンドリー

なようすだったら、犬の首とか胸にさわることもできるけど… まず犬

の方から行動させるのが正しいやり方なの。

「すわれ、
すわれ、
すわれ」
とか、
「SIT DOWN」
とか——人間て、犬に

皆様へ

今日、私たちの最愛の子・ハナが亡くなりました。
もともとハナ

フィンランドから、
モモ、
プーミの里親さんより

犬のポストカードを送ります。家の無い犬たちを援助する資金集めキャンペ

今はもう、
あの子はここよりも良い場所で、安らかにしていること

でしょう。
ハナがいてくれて本当によかった。彼女がもういないこ

ーンのモデルドッグを努めているんです。
このほかにも何種類ものカードが

とが寂しいです。
これから先もずっと寂しく思うでしょう。

とモモはポスターのモデルにもなりました。一緒に仲良くフレームに収まっ

そのとき良くして頂いた御礼を申し上げます。
ありがとう。

作られて、
スーパーやディスカウントストアでふつうに売られています。
プーミ

てくれる子は、
この子たちしかいなかったから…

皆さんにカードを気に入

ってもらえたら幸いです。今のところ、
カードの売れ行きは好調です。
！
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は体の弱い子でしたが、老齢がそれに追い打ちをかけたのです。

ハナとふれ合い、
あの子がどんな子だったかご存知の皆様に、

愛をこめて

アダムとジェニファーより

いつも大声で命令するよね。犬は耳がいいのだから、同じ言葉をくり返

したり、
よぶんな単語をつけて僕らを混乱させないで。SIT DOWN て、
LIE DOWNみたいに
「ダウン
（つまり、下方に動け）」
てこと？？？

僕の言ってる意味、
わかるかな。
また、犬の方に近づいてきながら、
ど

うしてCOMEと言うの？うしろに下がりながら
「来い」
と言った方が犬に
はわかりやすい。僕らは人間の体の動きを見て—たとえ、小さな動きで

も—それにこたえる。
だから、犬といるときには、
みなさんの動作が一つ

一つ見られているということ。犬がお互いに反応しあうのを観察して、
犬社会の
「お作法」
を勉強すれば、
みなさんと愛犬との関係も、
ずっと楽

しいものになると思うよ。

How many people too when they approach a strange dog walk
straight upto it with direct eye contact and pat it on the head. If a dog

did this to a dog it didn’t know the result would be big trouble. Polite

dogs always approach from the side. Humans should do this too. Let

the dog come to you and sniff you and if he seems friendly you can
touch his neck or chest but let him make all the moves.

People are always yelling at us dogs. “ sit, sit, SIT. “ or “ SIT DOWN”

We are not deaf and please don’t confuse us with extra words and

repetition. Does “SIT DOWN” mean “down” as in “LIE DOWN ?” You
see what I mean. And why should we “COME” when you are moving

towards us ? Try moving away for better results. Actually we tend

to watch body movements of humans, even tiny movements and
react accordingly. So when you are with your dog remember he is
watching your every move. And by watching dogs interact with each

other, you’ll find that by learning a little about dog etiquette your
relations with your own dog will become a lot more enjoyable.
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ペットとの別れ——やがて来る「そのとき」のために

英

国リンカンシャー、1998年9月。私が新米獣医師として働き始

めた初日のこと——数頭の馬にワクチンを打つために農場へ向

かう途中で警察から緊急連絡が入りました。
ドックヤードで車にはねら
れた犬を
「安楽死」
させてほしいという要請でした。

現場に駆けつけたところ、
まだ若い犬が血まみれになって倒れていま

した。警官が見守る中、数人のドック労働者が
「犬を助けてほしい」
と私
に懇願しました。彼らがかわいがっている迷い犬で、数か月前から食べ

物を分け与えていたとか。
男たちは
「首輪はしてないけど人なつこいか

宮本マリサ

じではありません。7年前からずっと足の痛みを抑える鎮痛剤を欠かせ

ませんが、今では、私と一緒に毎日仕事に行けないほど衰えています。
彼は一日の大半を休んで過ごし、
もはや長い散歩はできません。調子

の良い日と悪い日があります。調子の良いときは、公園のまわりを歩き

たがります。
目を輝かせ、尾をぴんと立てて、食べ物のかけらでも落ちて
いないか地面に鼻をつけてかぎまわります。足を引きずりながらも、無
我夢中です。犬友達にも人間にもあいさつをし、芝生に背中をつけて仰

向けに寝転がったり、
とてつもなく大きな棒を見つけては、
くわえて振っ

ら、飼い主がいるはず。安楽死させないで」
と必死に訴えるのでした。

てみたりします。一方、調子の悪いときは、散歩には出かけても、
うわの

シートに乗せた犬は、診療所に戻るころには助手席で体を起こしていま

を喜ばそうと元気な振りをしているだけなのです。

結論から言うと、私のとった選択は安楽死ではありません。車の後部

した。
１か月後、彼は正式に私のものになりました。事故の後遺症は少

しびっこを引くことだけ。私は犬をスキーターと名づけ、
それ以来、私た

空。突き出た目はまっすぐに前方を凝視し、尾は垂れ下がったまま。私

動物は人間よりもずっと勇敢だと私は確信します。彼らは、人間のよ

うに不平をこぼすことなく黙って苦しむもの——苦痛に耐えながらも
私たちを喜ばそうと必死に努める姿に胸が張り裂ける思いがします。
だ

安楽死について

からこそ、正直な気持ちで動物に向き合い、彼らが調子の良い日よりも

たし、実際、
スキーターに出会うまで、
この問題を深刻に考えたことはあ

を決めるのも、
ペットを飼うことを選んだ人間に課せられた大きな責任

獣医学科の学生時代、私は安楽死の倫理について何も教わらなかっ

りませんでした。大学では、安楽死はひとつの専門技術であり、飼い主

に説明して同意を得た上で、致死量のペントバルビタール剤を静脈注
射する処置にすぎません。確かにそうですが、実際は、
それだけでは割

り切れない、複雑で感情的ストレスを伴う問題なのです。1998年のあ

の日、私は、注射器と針、
ペントバルビタール剤が入ったびんを携行し、
同席した警官の同意も取りつけていました。
それでも、
あの場合、犬を

悪い日が多くなる段階に達したときには、尊厳のうちに旅立たせる覚悟

のひとつなのです。飼い主にとって楽なのは、事実を認めることを拒否

し——私の犬のような関節炎であれ、癌、心臓、肝臓、腎臓疾患など、
時間差はあっても進行性の病気に苦しむケースであれ——この時期を
過ぎてなお無為に日を送ること。

もちろん、安楽死という選択は、軽々しく決断できるものではありま

せん。動物に有意義な生を持続させようと獣医師も飼い主もできる限

安楽死させるのは正しい選択ではないと私は判断したのです。

り手を尽くした後の
「最後の手段」
として留保すべきものです。関節炎の

ころか——英国獣医師の統制組織であるRCVS(王立獣医科大学)の

しても、病気が治らなくてもケア次第で幸せに過ごせる老犬を安楽死

だからといって、私は安楽死を拒否するわけではありません。
それど

は患者に対する責任を全うできないのです。

「獣医師は、動物の年齢、傷や病気の程度、治療後のＱＯＬを考慮し

て緊急診断を下した後、十分にして現実的な予後を判定し、福祉的考
察に基づいて“治療か安楽死か”の選択をしなければならない。」

（「RCVSによる獣医師の行動基準」
から）

QOL（生活の質）
について

に思えたものの、路上の事故現場では傷の程度について確かめようが

ありませんでした。時間をかけて調べたからこそ、最善の決断を下せた
のだと思います。回復後、
スキーターは私の忠実な友になりました。私
が大きな動物医院に勤務していた2年間、彼は、昼夜を問わず常に私

の往診に付き添って、
お客さんの犬と一緒に駆けまわり、
また、私が牛

のお産に立ち会ったり、疝痛に苦しむ馬の手当をするのを見守ってき

ました。休みの日には、
「ウォルズ」
と呼ばれる美しい丘陵地帯や海岸の

散歩を心行くまで楽しみました。
スキーターのお気に入りは海で泳ぐこ

と。
つまり、彼のQOLは素晴らしく充実していたのです。

QOLは、動物が食事をとれるかどうかよりもずっと大切なことです。

たとえ食べていても、
その動物は存在しているだけで、
「生きて」
いない
かもしれません。真に生きるとは、痛み、苦しみを感じることなく動物本

来の姿を示せること。ペットを誰よりもよく知っているのは飼い主です

から、彼らが正直でありさえすれば、飼っているペットの
「生活の質」
に

ついて判断できるはずです。要するに、動物が幸せかどうかが何よりも
重要なのです。

どうすればペットのQOLを判定できるのですか——飼い主さんから

よく質問を受けます。
ささいな点まで留意すること——いつも私はそう
答えます。例えば、
スキーターの場合、現在のQOLは、
もはや以前と同

させて、
すぐさま、別の新しい子犬を買いに走る飼い主が現にいるのは
悲しい事実です。

この8年間、私はにぎやかな都心部にある小さな動物慈善病院で働

いてきました。実にやりがいのある仕事ですが、時には緊張を強いられ

ます。飼い主と病気のペットで満員の待合室とか、過密な手術日程な

ど、一般的ストレスがありますが、
それは特に深刻ではありません——

スタッフがチームを組んで任務にあたれば、何とか毎日を乗り切れると
わかっているからです。
しかし、獣医という仕事には
「倫理的」
ストレスも

つきもので、
なかでも、安楽死の問題があります。私の安眠を妨げるの
は、
この種のストレスなのです。

安楽死が動物の苦しみを抑える唯一の方法だとすれば、人道的見地

からペットを安楽死させても良いと私は考えます。
たいていの飼い主さ

んは同意してくれますが、他の合理的選択肢が尽きた後でも、拒否する
方が必ずいます。苦しみをコントロールできず、慢性的痛み、苦痛、障害

が残り、今後QOLの改善が望めないのに動物の命を長らえさせるのは
間違っている——飼い主の都合など取るに足りない理由から健康な動

物を安楽死させるのが不当であると同様に——と私は考えます。少な

くとも，私なら、後者のケースを拒否するでしょう。
どうしてもペットを逝

かせる気になれない飼い主さんに同情はしても、同時に、私はペットの

立場を思いやりたいのです。動物が際限なく苦しむのを見ながら、何も

できない無力さを感ずることほどやり切れない話はないからです。

私自身、
スキーターと別れなければならない日のことを考えたくあり

ません——やがて
「そのとき」が来ると覚悟はしていても。
だからこそ、
残された日々を大切にして、共に精一杯生きたいと思います。
スキータ
ーは私にとって世界一の犬ですから、彼が耐えがたい苦痛に襲われる
前に見送ってあげるつもりです。
そして、彼と一緒に過ごした素晴らしい

日々をいつまでも記憶に留めておきたいと願っています。

L

Marisa Miyamoto

incolnshire, UK - September 1998. It was the first day of my first job as a

seven years, and he has slowed down now to the point that he doesn’t come to

newly qualified veterinary surgeon. I was on my way to a farm to vaccinate

work with me every day any more. He spends much of his time resting, and he

some horses, when I was diverted to an emergency call from the police. A dog

can’t manage long walks. He has good days and bad days. On a good day, he

had been hit by a car at the docks, and I was required to ‘put him to sleep’.

wants to go for a potter round the park. His eyes are bright, his tail is up, and

On my arrival, the young dog was collapsed and covered in blood. A

his nose is to the ground sniffing out the smallest morsel of discarded food. He

policeman looked on as a group of dock workers begged me to let the dog live.

has a limp but he forgets himself: he says hello to his dog and human friends,

It transpired the dog was a well-loved stray, which the dock workers had been

he rolls on his back on the grass with his feet in the air, he finds the biggest,

donating their lunches to for several months. He’s a friendly dog, they said. He

most improbable stick to pick up and shake. On a bad day, he will come for a

doesn’t have a collar, but he looks like he belongs somewhere. You can’t put

walk, but his heart clearly isn’t in it. His eyes bulge and stare straight ahead,

him to sleep.

and his tail is down. He goes through the motions to please me.

To cut a long story short, I didn’t. Instead, I put the dog on the back seat
of my car. By the time we pulled into the surgery, he was sitting up on the

I believe that animals are far braver than humans. Rather than complain the

passenger seat. A month later, the dog was officially mine. The only thing

way we do, they tend to suffer in silence, and it is heartbreaking how hard they

wrong with him was that the accident had left him with a slight limp. I called him

will try to make us happy, in spite of their pain. This is why I think one of our

Skeeter, and we have been inseperable ever since.

greatest responsibilities as people who choose to own pets is to look at them

Euthanasia

honestly, and to be prepared to let them go with dignity when they get to the
stage that they have more bad days than good. The easiest thing to do as an

I was taught nothing about the ethics of euthanasia when I was at vet school,

owner is to go into denial and keep going beyond this stage, whether their

and I must admit I had never given the subject serious consideration until I

pet has arthritis like my dog, or other progressive conditions with varing time

encountered Skeeter. At university, euthanasia was a science. It was a lethal

frames, such as cancer, heart, liver or kidney disease.

intravenous injection of pentobarbitone, performed with informed consent. This

On the other hand, opting for euthanasia is not a decision to undertake

is true, of course, but it only skims the surface of what is in fact an extremely

lightly. Euthanasia is an option that should be reserved as a last resort, after

complex, emotionally charged issue. On that day in 1998, I had a needle, a

the veterinary surgeon and owner are certain they have attempted everything

syringe and a bottle of pentobarbitone, along with the consent of the attending

in their power to allow the animal to continue to lead a meaningful life. Chronic

police officer, yet I believed not euthanizing the dog was the right thing to do.

conditions such as arthritis don’t need to carry an immediate death sentence,

That is not to say that I disagree with euthanasia. On the contrary, without

but it is saddening that there are owners who would prefer to euthanize their

the option of euthanasia, in certain situations I would be unable to fufill my

older but happy dog that could be cared for if not cured, immediately going out

responsibility to my patients, as outlined by the Royal College of Veterinary

instead to buy a brand new puppy.

Surgeons, the regulatory body for veterinary surgeons in the UK:
‘A veterinary surgeon must, having reached a provisional diagnosis taking

I have worked at a busy inner city small animal charity hospital for the past

into account the animal’s age, the extent of any injuries or disease and the

eight years. My job is extremely rewarding, but it is also stressful at times.

likely quality of life after treatment, make a full and realistic assessment of

There are the ‘ordinary’ stresses, such as a waiting room overflowing with

the prognosis and the options for treatment or euthanasia based on welfare

owners and their sick pets, or impossible op lists: these are relatively easy to

considerations’

cope with, as it is simply a matter of getting on with it, knowing that as a team

(From the RCVS Guide to Professional Conduct)

we always manage to get through each day, somehow. But then there is the

SUMMER 2009
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規定にある通り——安楽死という選択肢なくしては、状況次第では、私

ような慢性病なら、
すぐさま死の判決を下す必要はありません。
それに

Learning to say goodbye
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ちは離れられない仲になったのです。

スキーターの場合、一見して若年の犬であることわかり、深刻な状態
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‘moral’ stress that comes with certain aspects of my job, especially euthanasia,
Quality of Life

and it is this kind of stress that stops me sleeping at night.

In Skeeter’s case, I knew he was young, but on the roadside, although things

I strongly believe that if euthanasia is the only way to control its suffering,

looked bad, it was impossible to be sure of the extent of his injuries. Taking

an animal should be euthanized, on humane grounds. Fortunately, most

the time to find out rates among the best decisions I have ever made. Upon

owners agree, but there will always be a few that refuse, even after every

his recovery, Skeeter went on to become my constant companion. For the two

other reasonable option has been exhausted. In my mind prolonging the

years that I worked in large animal practice, he came with me on all my calls,

life of an animal when suffering is uncontrollable, when the prognosis is

day or night, and ran around with the clients’ dogs or watched as I attended to

permanent pain, distress or disability incompatible with a good quality of life,

calving cows or horses with colic. On our days off we went for long walks on

is equally as bad as euthanizing a healthy animal for trivial reasons, for the

the Wolds or along the beach. His favourite thing was swimming in the sea. In

owner’s convenience. At least I can refuse to perform the latter. As much as

other words, the quality of his life was excellent.

I sympathize with owners who for whatever reason can’t bring themselves to

Quality of life goes far beyond whether or not an animal is eating. An animal
that is eating may merely be existing, not living. To be truly alive, an animal

let go, my overriding empathy is with their pet. There is nothing worse than
watching an animal endlessly suffer, and feeling powerless to help.

must be free enough of pain and suffering to ‘be’ that animal. Owners know
their pets the best, and if they can be honest, they are the best judge of the

I try not to think about the day I will have to say goodbye to Skeeter. I know

quality of their pets’ lives. In the end, what it boils down to is whether or not

it is coming, and I intend to make the most of the time we have left together.

their pet is happy.

To me, he is the best dog in the world, and whatever happens I will let him go
before his pain overtakes him. I will strive to always remember him for the good

I am often asked by owners how they can tell. I always say to look for it in the

days we shared.

small things. With Skeeter, for example, the quality of his life is no longer what
it once was. He has been on pain killers for his leg permanently for the last

(Marisa works as a veterinarian at the PDSA UK.)
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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。

ARK DIARY
２月

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。

SUMMER 2009

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。

４日 同志社大学にてレクチャー
１８日 東京にてオリバー講演
２３日 専門学校見学会
２５日 専門学校見学会

３月
１２日 英国大使館婦人来訪
１５日 神戸Green Dogにて里親会

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

１９日 朝日ヘラルド取材
２４日 専門学校見学会
２５日 USJ来訪

４月
２３日 アークエンジェルズ裁判結審
２５日 日英協会バザー参加
２６日 神戸Green Dogにて里親会
２７日 チャリティプラットフォーム主催
パーティ出席

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

00900-0-151103

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： a/d缶、i/d缶、処方食ドライ(c/d, z/d,
k/d, phコントロール)、成犬用缶詰、
おもちゃ、

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

プレミアカラー、
シャンプー（ZOICスーパークレン

dried senior/maintenance/growth dog food

ジング）、関節用サプリメント

Cat: Dried maintenance/senior, canned food, toilet

猫用： 子猫用缶詰＆パウチ、成猫用缶詰＆ドライ

sand, scratching boards, toys . Katsuobushi, dried

フード、
おもちゃ、処方食(r/dドライ、w/dドライ＆

bonito flakes

缶、i/d缶)、爪とぎ、
かつお節

Rabbit food / Chicken food

一 般：よ し ず 、新 聞 紙 、タ オ ル 、4 5 L ゴ ミ 袋（ 何 色 で も 可 ）、洗 濯 バ サ ミ（ 大 ）、ハ イタ

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

ー 、柄 の 長 い ほ う き（ ナ イ ロ ン 製 ）、ブ リ キ の バ ケ ツ 、デ ッ キ ブ ラ シ 、水 切 りワ イパ ー の

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

替 え ゴ ム（ コ ン ド ル・4 0 c m ）、洗 濯 用 洗 剤（ 環 境 に や さ し い も の ）、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）、乾電池（単一＆単三）、布ガムテープ、ペットシーツ、ロール状のビニール袋

m-size, tissue paper, toilet paper, blankets, 45l garbage bags, bedding plants

(20x30cm位)、犬用包帯（ベトラップ）、
キッチンペーパー、
ミネラルウォーター、
ドッグフードの空袋（

for garden, CD-R, DVD-R, DVD-RW discs, Printer ink for Canon iP6100D

大）、工具類、DVD-R、DVD-RW、
プリンターインク
（Canon iP6100D用）、花の苗

printer, bamboo screens for shade

