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男は浜辺を歩いていた。砂の上には何千という海星（ひとで）が浜に打ち
上げられている。
ふと見ると、
ひとりの少年が、
ひとつひとつ海星を拾いあ

げては海に投げ返してる。
男は物珍しそうにそれを見ていたが、
やがて、何

をしているのかと少年に尋ねた。
「海に戻してやるんです。
そのまま放って
おいたら死んでしまうから」
と少年は言う。
「どっちにしたって何千も死ぬ

んだ。
そうやって何匹かだけ助けても仕方ないだろう」
と男。少年は無言で

またひとつ海星をとりあげて海に投げ入れる。
それから言う、
「全部は救え
ないけど、
ほら、
でもあの海星は救われたでしょう？」

Loren Eiseley「Star Thrower」
より抜粋

There was a man walking along a sandy beach where thousands of starfish had
been washed up on the shore, He noticed a boy picking up the starfish one by
one and throwing them back into the ocean. The man observed the boy for a few
minutes and then asked what he was doing. The boy replied that he was returning
the starfish to the sea, otherwise they would die. The man asked how saving a
few, when so many were doomed, would make any difference whatsoever ? The
boy picked up another starfish and threw it back into the ocean and said, " I can't
save them all but I made a difference to THAT ONE. "
Abridged from Loren Eiseley's story the 'Star Thrower.'

「動物好きの国」
？

2008

年のデータによると、英国では犬730万、猫720万を
含む2700万のペットが飼育され、全世帯の43％が何

らかのペットを飼っています。

英国内で飼育されるペットの27％はレスキューセンターやシェルター

から貰われ、20％がペットショップから購入、残りはブリーダーか友人か

ら手に入れたもの。
（犬猫はペットショップではほとんど販売していないの
で、店から購入したペットの大半は魚、小鳥、爬虫類などの小動物だと思

われます。）人気ペットのランキングは、上から、犬、猫、
ウサギ、小鳥、
ハム

スター、馬／ポニー、
ヘビ、
ジャービル、
（陸生／水生）
カメ、
ラットです。

英国は動物好きの国と言われていますが、
ドッグズトラストが実施し

た2009年の調査によれば、昨年1年間（2008年4月～2009年3月）
に
全国の自治体当局により町で保護された野良犬／捨て犬の数は10万

7,228に上っています。前年比11％の増加率で、1997年に調査が始まっ
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て以来の新記録でした。
この急激な増加の一因は、2008年イングランド

とウェールズの野良犬法が改定され、迷い犬・捨て犬について警察の法

的責任がなくなったことも関連すると見られています。
また、地域によって

は、昨今の金融危機が影響を及ぼしていると考えられます。以前は、野良

犬に関しては警察と地方自治体が扱っていましたが、現在は、24時間自
治体だけで対応しています。

数字からすると、
自治体は、毎時、平均12匹の野良犬／捨て犬を扱って

いることになります。
その中の５匹は飼い主の元に戻り
（31％がマイクロチ

ップIDによって飼い主を特定できる）、3匹が動物福祉団体に引き取られ、
1匹は自治体の犬シェルターから里親に譲渡され、2匹は保管期間7日の
間に里親が見つかり、1匹は安楽死になる計算です。地方自治体は毎年
8千頭以上の犬を安楽死させていることになります。

この統計は英国の動物福祉関係者と一般大衆に大きな衝撃を与えま

したが、
これを日本の場合と比較してみましょう。
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日本の人口は英国のおよそ2倍です。

「2008年度、犬と猫それぞれ1300万匹が日本でペットとして飼育され
ています。
ここ数年さらに増加を続け、2006年には、
ペット数が14歳以下

の子供の数を上回りました。
しかも、
その数はさらに増える傾向にありま

す——というのは、都会に住むシングル、特に未婚女性がペットをコンパ

ニオンとして飼うケースが多く、
また、800万人のいわゆる
「団塊の世代」

しかし、
日本の場合、
自治体当局によって殺処分される動物数があまり

にも多すぎます。ALIVE（地球生物会議）
のデータによると、2007年度、
全国の自治体が扱った動物数は次の通りです。
犬の場合：

自治体が収容した犬の総計数
飼い主の依頼で処理された犬の数
持ち主不明の収容犬の数
収容された迷子犬の数
（うち、持ち主の元に戻った犬の数
里親に譲渡された犬の数
動物実験に供された犬の数
負傷した犬の数
（うち、持ち主に返還された犬の数
殺処分された犬の数

猫の場合：

自治体が収容した猫の総計数
飼い主の依頼で処理された猫の数
持ち主不明の収容猫の数
収容された迷子猫の数
（うち、持ち主の元に戻った猫の数
動物実験に供された猫の数
負傷した猫の数
（うち、持ち主に返還された猫の数
殺処分された猫の数

132,745
43,552
15,933
70,740
15,747）
14,257
0
2,520
421）
100,963

223,865
93,643
113,232
6,278
180）
0
10,712
72）
209,494

最近は日本でも
（犬の70％、猫の78％が屋内飼育されていることからも

わかるように、）
コンパニオンとして動物を飼う傾向が増えています。
それ

は良いとしても、
ペットを“アクセサリー”や、飽きたり飼育困難になれば保
健所に持ち込んで処分できる“物”として扱うのでなく、彼らを本当に家族

の一員とみなすことが大切です。飼い主自身の持ち込みにより命を絶たれ

が定年退職期を迎えて、成長した子供の代わりにペットを飼う現象が見

た動物だけでも犬43,552、猫93,643に上るという恐ろしい現実……保

マンションの85％が（大きさや頭数に制限を付けて）
ペット飼育を認めて

るのです。

られるからです。住宅市場もこの傾向を反映して、今や、東京エリアにある
います。」（資料提供：日本ペットフード協会）

健所での殺処分数を縮減できてこそ、
日本は真に
「動物好きの国」
と言え

この冬 注目の映画が２本
飯田基晴監督
「犬と猫と人間と」

日本の犬猫をとりまく厳しい現状を、
大げさな脚色なしで淡々と綴ったドキ

ュメンタリー。
多くの人がこの映画を見て、
それぞれに何ができるかを考え
るきっかけにして頂けたらと願います。
上演情報はこちら →

www.inunekoningen.com

ヨリコ・ジュン監督 スザンヌ主演
「いぬばか」

ちょっぴりおバカなコメディですが、何と言っても注目は、主役犬「るぱん」
役に抜擢されたタイヨウ君。
実はアーク出身です！ 一歩間違えば保健所

に送られるところをアークに保護されました。
それが今ではスザンヌと共演

するスター犬に！ ぜひ、
劇場でタイヨウ君の活躍を見てあげてくださいね。
同じくアーク出身の白犬カール君も出演しますので、
こちらも注目！
上演情報はこちら →



www.inubaka-movie.com

Nation of Animal Lovers ?

A

ccording to 2008 data, there are 27 million pets in the UK, including 7.3

reflected these trends and now 85% of condominiums in the Tokyo area allow

million dogs and 7.2 million cats and 43% of households own a pet.

pets, albeit with restrictions such as size and numbers. “ (source: PFAJ. Pet Food

27% of pets in the UK are adopted from rescue centres or shelters. 20% from

pet shops and the rest from breeders or friends. (Since cats and dogs are seldom

Association Japan)
But the number of animals destroyed by the local authorities here is

seen on sale in pets shops, we can assume that most pets bought in pet shops

disproportionately high.

are small animals, fish, birds or reptiles ). The most popular pets in order are:

Environment) the number of dogs handled by local authorities in fiscal 2007 was

According to data by ALIVE (All Life in a Viable

dogs, cats, rabbits, birds, hamsters, horses/ponies, snakes, gerbils, tortoise/

as follows:

turtles and rats.
But despite the UK being labelled as a ‘nation of animal lovers’, a staggering

DOGS

107,228 stray and abandoned dogs were picked up by local authorities from UK

Total no of dogs taken in by local authorities

streets in the last year (upto March 2009), according to Dogs Trust’s 2009 Stray

No. of dogs disposed of at owner’s request

43,552

Dog Survey. This represents an increase of 11% and is the highest increase

No. of dogs of unknown ownership seized

15,933

recorded since records began in 1997.

No. of lost dogs impounded (returned to owner)

70,740 (15,747)

No. of dogs rehomed

14,527

Wales, whereby police no longer hold statutory responsibility for stray dogs, may

No. of dogs supplied for experimental purpose

explain this sudden increase. The charity also fears that the current financial crisis

No. of injured dogs (returned to owner)

may have had an impact in some areas. Previously stray dogs were handled

No. of dogs destroyed

0
2,520 (421)
100,963

by both the police and local authorities, but now local authorities alone become
responsible for them 24-hours-a-day.

CATS

The figures reveal that on average 12 stray or abandoned dogs are handled

Total no. of cats taken in by local authorities

by the local authorities every hour. Of these 5 are reunited with their owners

No. of cats disposed of at owner’s request            

(31% through micro-chip identification), 3 are taken to welfare organizations, 1

No. of cats of unknown ownership seized          

is rehomed from local authority kennels, 2 are kept in kennels for a seven day

No. of lost cats impounded (returned to owners)     

holding period before being adopted and 1 dog is put to sleep. This means that

No. of cats supplied to animal experimentation facilities    

over 8000 dogs are put to sleep by local authorities annually.

No. of injured cats  (returned to owners)                 

These statistics have shocked animal welfare societies and the general public

223, 865
93,643
113,232
6,278 (180)
0
10,712 (72)
209,494

No. of cats destroyed
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Dogs Trust believes that 2008’s change in the stray dog law in England and

132,745

in the UK but let us compare these to Japanese statistics.
While the trend to keep more pets as companions, (70% of dogs and 78%
of cats are now kept indoors) is a good thing, it is important that people really

numbers have been increasing over the years and in 2006 the number of pets

regard them as family members, and not as accessories or disposable goods

surpassed the number of children under 14. The number of pets in Japan is likely

to be taken to the hokensho when they are no longer attractive or convenient

to rise as single urbanites, especially women, often keep their pets as companions

to keep. If hokensho killing numbers ( 93,643 cats and 43,552 dogs taken in by

and the so-called eight million baby boomers, who are reaching retirement age,

their owners, alone) is reduced, then Japan can really be considered a ‘ nation of

keep their pets as substitutes of their grown children. The housing market has

animal lovers.’
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The population of Japan is roughly double that of the UK. “In fiscal 2008 it
was estimated there were 13 million dogs and 13 million cats kept as pets. The

アークの本棚から

「洛中いぬ道楽」 玉葱ぽん/作
幻冬舎ルネッサンス
定価１２００円＋税

阪神淡路大震災のときにアークで保護
した子犬「ぷんて」の里親さんが、本を
出版されました！ ぷんてのお兄ちゃん
犬「ぱる」を中心に、京都での犬との暮
らしぶりが、
おもしろおかしく綴られてい
ます。
残念ながらぷんては本の完成を待
たずして癌で亡くなってしまいましたが、
お兄ちゃんのぱるは「長寿犬認定」
を受
け、
まだ元気に活躍中。
ぜひお手に取っ
てみてください！

ご注文は、
お近くの書店で。



ICAWC in Budapest

I

n October 2009 the International Companion Animal Welfare Conference

discussion of their over-weight pet more than half the owners initiate the subject.

(ICAWC) returned to Budapest, the city where it was first held in 1996. 187

Clients excuses for over-feeding are: they feel happy when feeding their pet, they

delegates from 38 countries attended. Over the past ten years, the conference

don’t like denying their pet something it wants, old habits are hard to break and

has welcomed thousands of animal welfare workers from around the world,

they have no time for exercise and all that dietary stuff.

helping them to share and learn to make the world a better place for companion
animals. Elizabeth Oliver and Kei Yamada from Tokyo ARK attended.
On the first day we visited Animal Island,near Budapest, a shelter and education

Obesity leads to arthritis, heart disease, diabetes, liver dysfunction, a reduced
resistance to disease and a reduced life expectancy. By over-feeding owners are
killing their pet with kindness.

centre run by the Rex Foundation and founded by Peter Kiraly, a veterinarian, five

Combined with a controlled/ reduced diet, no snacks or treats between meals,

years ago. The centre is built on what was a derelict piece of land filled with rubble.

and plenty of pet/owner exercise, both an obese dog and its owner can have a

The land, 2 hectares, is leased for free by the Government. It contains a rehoming

healthier life. “

centre for cats and dogs, a city farm with pigs, chicken, donkeys, horses, goats and
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a wildlife pond. Animal Island has 14 full time staff, 350 volunteers and in 2008 it

------------------------------------------------------------------------------------------

rehomed 700 dogs and cats, neutered 1000 animals and educated 3,500 children.

Maggie Roberts, Director of Veterinary Services, Cats Protection

The Rex Foundation has many outside events aimed at educating children on the

Cats are solitary hunters and highly territorial. They do not like to live in close

better care of pets. In the evening we were welcomed at a special dinner under a

proximity to other cats, and are generally stressed by the presence of strange

huge open-air roofed restaurant at Animal Island and enjoyed delicious Hungarian

cats.They deal with conflict by hiding/fleeing/climbing if possible. So cats in

goulash. Anyone who makes a donation to charity in Hungary is able to receive a

shelters needs areas to hide, perch and climb. The crucial socialisation period is

1% reduction in taxes.

between 2-7 weeks of age. If not handled during this period they are unlikely to

Here,from among the many interesting and thought-provoking speeches, are
some titbits:

become sociable pets. Feral kittens can be neutered from six weeks and returned
to the place they were found.
A cat cannot be vegetarian, it must have meat
based diet and it needs higher levels of protein than
dogs. In the wild a cat would eat nine mice a day.
---------------------------------------------------------------Planned Pethood. Dr.Jeffrey Young D.V.M.
“ The controversy is over: Prepubertal (early age)
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neutering is the surgery of choice.”
Dr. Young has personally sterilized over 160,000
animals, including 30,000 prepubertal animals in the
last 18 years and trained over a 100 veterinarians
in countries as far flung as Slovakia and Mexico.His
mission is “ to significantly reduce companion animal
"Help me and you'll get a reduction in tax"

寄付者への税金免除をよびかける標識
（ハンガリー）

overpopulation throughout the world.”
“Dr. Leiberman is considered by many to be the

------------------------------------------------------------------------------------------

father of prepubertal neutering. In 1987 he published an article in JAVMA (Journal

Steve Goward, Dogs Trust

of American Veterinary Medical Association) entitled “ A case for neutering pups

“ Dogs are a very social species. They need to be together with other dogs as a

and kittens at two months of age.”

means of security and suffer from being alone. When left alone in a house they

The AVMA has endorsed the practice of prepubertal neutering since 1993

become destructive due to depression and frustration. They also find in hard to

and today most of the humane societies in the USA practice it too. The major

sleep when alone, having to be constantly vigilant. A dog can sleep better when

advantages are:

surrounded by other dogs or having a companion. Dogs like the freedom to run,

extremely low complication rate

therefore a dog that is chained or kept in a small cage becomes very depressed

extremely low death rate

and stressed. In a natural environment canid species don’t leave the pack or

extremely rapid recovery

family group until they are sexually mature. Domesticated dog puppies should be

short surgical time (reduced anesthesia, reduced materials, reduced cost)

with their mother until they are 8 weeks of age. “
Humane societies provide 20% - 25% of companion animals to households each
------------------------------------------------------------------------------------------

year but 30% - 60% of adopting owners do not abide by spay/neuter contracts.

David Watson, veterinarian

And although 85% of cats and 70% of dogs get neutered, 20% produce at least

“About one thirds of dogs and cats are overweight but owners do not always

one litter prior to being sterilized. The number 1 cause of death for companion

notice this. When a vet says “ he’s (your dog’s) a bit overweight,” the owner

animals remains euthanasia. “

often comments: “ is he ? “ Vets are reluctant to push this with owners, their
excuses are: the owners too were overweight, vets prefer to talk to the dog (rather
than to the owner), they think telling owners is a job for nurses, there maybe no
other clinical signs of problems, and they have no time to talk about weight. In



“ They can’t read or write but they sure can multiply.”

第11回国際コンパニオンアニマル福祉会議
うですか”という程度の反応しかありません。獣医師もこの話題をできる
だけ避けたがります。
その理由は、
「肥満犬の場合、飼い主も同様の体形を

していて指摘しづらい」
「獣医師は、飼い主よりも犬と話す方を好む傾向に
ある」
「獣医師が、飼い主との会話を看護師にまかせてしまっている」
「他

に問題となる症状がなければ、体重のことを持ち出さない」
「余分な話を

する時間がない」
といったものです。
ですから、太り過ぎペットに関する話

題は、大半が飼い主の方から切り出すのが現状です。餌のやり過ぎについ

ては、
「犬に食べさせるのは楽しいし、欲しがるものは何でもあげたい」
と
か、
「長年の習慣をやめるのはむずかしい」
「散歩したり、処方食などを用
意する時間がないから」
というのが多くの飼い主さんの言い分です。

肥満は関節炎、心臓病、糖尿病、肝臓異常、病気に対する抵抗力低下、

短命などにつながります。餌のやり過ぎは本当の愛情ではなく、ペットの

健康に害を及ぼします。
その対策／予防としては、処方食、減量食を与え、
運動です。
そうすれば、肥満気味のペットも飼い主も、
ともに健康的な生
活を送れるのです。
」

国

際コンパ ニオンアニマル 福 祉 会 議 は 2 0 0 9 年 1 0 月 、初 回

(1996年)の開催地であるブダペストで再び開催され、38か国か

マギー・ロバーツ
（
「キャッツプロテクション」
医療サービス部門主任）

「猫は孤独なハンターで、
きわめて縄張り意識が強いもの。他の猫の近

ら187名が参加しました。会議は過去10年間に、
のべ数千人に及ぶ動物

くで暮らすのを嫌い、見知らぬ猫の存在に強いストレスを感じます。隠れ

くことを目指して情報交換と学びの場を提供してきました。今回、
アークか

ら、
シェルターの猫にも、
身を隠したり、高い所に乗ったり、
よじ登ることが

初日、
ふたりはブダペストから近い
「アニマル・アイランド」
を訪問しまし

齢の頃です。
この時期に適切な扱いをしなければ、社会性のあるペットに

福祉活動家を世界中から迎え、
コンパニオンアニマルにやさしい世界を築

らはエリザベス・オリバーと東京アークの山田桂子が参加しました。

た。
ここは5年前にピーター・キラリー獣医師が設立し、
レックスファンデ

ーションが運営にあたるシェルター兼教育センターです。
センターが建つ

のは、
もと瓦礫だらけの荒地だった所で、
２ヘクタールの敷地を国から無

る・逃げる・高い所に上ることで心理的葛藤を処理しようとします。
ですか
できるエリアが必要です。猫が社会性を養う決定的時期は生後２～７週
育ちません。野良猫は生後6週齢から避妊去勢手術をして、
その後元の場
所に戻すことができます。

猫はベジタリアンにはなれません。食餌も肉食が基本で、犬よりも高タ

ンパク質が必要です。
野生猫は1日にネズミ9匹を食べると言うことです。
」

あります。
「アニマル・アイランド」
には、常勤スタッフが14名とボランティ

ジェフリー・ヤング獣医学博士
（プランドペットフード）

1,000匹に不妊手術を行ない、3,500人の子供を教育しました。
レックス

術こそ最良の処置であるという結論に達しています。
」

く世話できるように教育しています。

を施しましたが、
その中の3万匹は若齢動物です。
また、
スロバキア、
メキシ

ア300名が働き、2008年には、犬猫700匹を新しい家庭に譲渡し、動物

ファンデーションは、様々な野外イベントを通して子供たちがペットを正し
今回見学を終えたあと、
ゲストたちは
「アニマル・アイランド」
にある屋根

付きの巨大野外レストランでのディナーに招かれ、
ハンガリー名物グーラ

シュを楽しみました。
ちなみに、
ハンガリーでは、慈善事業に寄付をした人
は１％の減税を受けることができます。

さて、会議でのスピーチは、
いずれも面白く、示唆に富んだ内容でした。

その中から、特に興味深いものを幾つかご紹介します。
スティーブ・ガワード氏（ドッグズトラスト）

「イヌはきわめて社会性の強い種です。
身の安全を守るために仲間と一

緒にいることが必要で、単独では不安に駆られます。家の中でひとりにさ

れると、抑圧感と欲求不満から破壊的行動に出ます。
ひとりでは安眠でき

ず、
たえず警戒していなければなりません。仲間に囲まれているか、連れと
いる方がよく眠れるのです。犬は自由に走りまわることを好み、
つながれた

り狭いケージに閉じ込められると、
うつ状態になって強いストレスに襲わ

「ペットの避妊去勢時期をめぐる論争は終わりました——今や、早期手
ヤング博士はこの18年間で16万匹を超える動物に自ら避妊去勢手術

コなどの遠隔地を含む諸外国の100名を超える獣医師を訓練してきまし

た。
博士の使命は
「全世界でペットの頭数過剰を大幅に減らすこと」
です。
「多くの人から“早期不妊手術の父”と仰がれるのがリーバマン獣医師

です。1987年、氏はJAVMA（米国獣医師会ジャーナル）
に“生後2か月齢

の子犬／猫に対する避妊去勢手術の事例”と題する論文を発表しました。

AVMAは1993年以来早期避妊去勢手術の実施を支持し、今日では、

米国内の動物愛護組織の大半でも実施されています。早期避妊去勢手術

の主な利点は、

・ 合併症発生率がきわめて低い
・ 死亡率がきわめて低い

・ 術後の回復が迅速である

・ 手術に要する時間が短い
（麻酔薬、
諸材料も少なくてすみ、
低コスト）
「動物愛護団体は毎年20～25％のペットを新しい飼い主に譲渡して

れます。
イヌ本来の生育環境では、性的に成熟する以前の期間に群れを

います。
しかし、30～60％の里親は避妊／去勢手術をするという契約を

生後8週齢までの子犬は母親のもとに留まるべきです。」

をする前に少なくとも1回は出産を経験しています。ペットの死因第一は

出たり、家族から離れることはありません。
したがって、飼育犬の場合も、

デイビッド・ワトスン獣医師

「犬猫の約３分の１は太り過ぎですが、飼い主さんはあまり気にしない

ようです。獣医師から“お宅の犬は少し太り過ぎですね”と言われても、“そ
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償で借り受けています。
ここには、犬と猫のリホーミングセンターと
（ブタ、

ニワトリ、
ロバ、
ウマ、
ヤギなどを飼育する）市の農場、
それに、野生の池が
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食間の
「おやつ」
をやめること。
それに当然、
（犬にも人にも必要な）十分な

遵守しません。猫の85％、犬の70％が手術を受けていても、20％が避妊

いまだに安楽死なのです。
」

「彼らは読み書きはできないが、掛け算はできるのです
（「繁殖して増え

る」
の含意）
。
」



Happy Homes
ユウ
Yuu
“Yuu-chan is doing extremely well, putting on weight and muscles, he is a very good
looking dog!! He loves to run, play with the toys and chase after bees and pigeons!! He
barks when he sees strangers (window cleaner, hedge cutter, etc) in the garden. He
started to explore the house more and when I'm cooking, he will always sit next to me
and watch me cook! He is such a lovely dog and we cannot imagine our life without
him. He plays with our other dog, Taiki well, too.”

ユウちゃんはとても元気です。
少し太って筋肉質になり、
ものすごくかっこい

い犬になりました！ ユウちゃんが大好きなことは、
走ること、
おもちゃで遊
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ぶこと、
ミツバチとハトを追いかけることです。
彼は最近、
窓ふきの人や芝刈

り機など、
知らない人がお庭にいるのを見つけると吠えて教えてくれるよう
になりました。
また、
家の中を色々探検するようになりました。
私がお料理を

しているといつも隣に座って私がお料理するのを見ているのですよ！ そん
な愛らしいユウちゃんなしの生活なんて、
もう想像できません。
もちろん彼は
我が家の先住犬、
タイキとも仲良しです。

Many people have asked after Yuu, the dog who spent 8 months of his
life in a small cage in terrifying surroundings. We are pleased to say that
Yuu now has his own family and couldn’t be in a warmer more loving
environment. (Yuu appeared on the cover of the book "Rescue!".)
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メミナとリョウト
Memina & Ryoto

「ユウちゃんは、
その後どうなりましたか？」 多くの方から質問が寄せられま
す。保護されるまでの８ヶ月間、
ユウはとてもひどい場所に置かれた狭いケ
ージの中で過ごしました。幸い、すでにユウは里親さんのお家でぬくぬくと
暮らしていますので、
ここにご報告します。
（ユウは、
アーク写真集「Rescue!」
表紙にも映っています）

リー（ショコラ）&チャコ
（ダイキチ）
Ree (Chocolat) & Chako（Daikichi）
Chocolat was very cautious when she first arrived, but now she can walk in a
relaxed manner, with her tail upright. She always barks to let us know as soon as
a member of the family comes home. Very reliable. Daikichi ilves at his own pace.
He rather prefers staying inside to going outside for a walk. When we approrch a
particular corner near our house at the end of each walk, he tries to rush back
home. It was a surprise how quickly he learnt directions around our house.

ショコラは警戒心がとても強かったですが、
やっと最近しっぽを上向き
に歩くようになりました。
やっと心を開いてくれたのでしょうか。声も出

すようになりました。
家族が帰ってくると知らせてくれる頼もしい存在で

す。 ダイキチは、
いたってマイペースです。
現在も散歩が嫌いなようです。
曲がり角がくると家の方向へ帰ろうと必死です。
でも、
家に迎えてすぐに
家を覚えている賢い犬です。

They are both healthy and happy! We've helped Ryoto to lose a little weight by
giving him lots of toys to destroy. The vet says he still needs to lose about half a kilo
though. We'll keep trying! Memina is getting much braver. She is OK now when
we have a visitor. If it's only one person, she gets used to them quickly. She is also
quite a hunter! She catches every bug that comes into the apartment!

ふたりとも、
元気で楽しくやっています！ リョウトのダイエットのために、
壊してもいいおもちゃをたくさん用意しました。
獣医さんには、
あと５００

グラムは絞った方がいいねと言われてます。
メミナは、前よりも物怖じし

なくなってきています。
お客さんが来ても大丈夫。
お客さんがひとりなら、

すぐに慣れます。
メミナはまた、
なかなか腕のいいハンターで、部屋の中
に飛びこんできた虫を、
片っ端から捕まえてしまいます。



ムーンベア
（ユミ）
Moonbear (Yumi)
I have attached a few photos of Yumi (Moonbear) so you can see
what a beautiful dog she is becoming, we feel lucky to have Yumi
so thank you ARK :o)

ユミ
（ムーンベア）
の写真を貼付します。
ほんとに奇麗な
犬に成長しましたでしょう。
ユミをわが家に迎えることが

できて本当に幸運です。

2010年のアークカレンダーの表紙を飾っているムーンベア、
こんなに綺麗な子に成長しました！
Moonbear, who is shown on the cover of 2010 ARK calender , has grown up to be such a beautiful dog!

A VOICE FOR ANIMALS

ピース

Peas

It is so easy to live with Peas, for he has his own way of
living. I realized that adopting an adult cat is much simpler and easier than adopting a kitten. I am afraid Peas
tends to eat a bit too much, but it seems like he's very
happy about that.

性格が、
すっとぼけてるので非常に手がかかりま

せん！ 一緒に過ごすのに楽な猫です。
子猫は育て

る楽しみがありますが、
成猫は初めから性格が解
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ってるので、
いいですね・
・
・
・と今頃気づきました！
食べてばっかりなので、
いっこうに痩せませんが

本人は楽しそうです・・・・。
たぶんそうだと思いま

す
（笑）

Leo & Al
レオとアル

お知らせ
更新月が近づいたアークメ
ンバーとスポンサーの方々に
は、
これまでも振込用紙をご
送付して参りましたが、その
他の方からも振込用紙のご
要望が多くありましたので、
今回からニュースレターに振
込用紙を同封させて頂くこと
になりました。
ご不要の方は
破棄して頂けますよう、お願
い致します。
また、
この用紙で
お振込み頂く場合には、通信
Leo and Al are brothers, very old, each has

"レオ"と"アル"は兄弟です。老犬で、持病があ

欄にその用途をご追記くださ

a chronic health disorder. In spite of these

るにもかかわらず、それぞれが幸せにリホー

い。今後ともどうぞ、
よろしく

conditions, both found a happy home.

ムできました！ 本当に理解のある二組の御

お願い申し上げます。

Many thanks to the two families for their

家族に、心から感謝いたします。ありがとうご

understanding and love.

ざいました。

アーク事務局



２０周年記念ディナーパーティ——犬同伴で大盛況
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M

arking the start of ARK’s 20th Anniversary celebrations, a Gala
Dinner was held on November 7th at the Ramada Hotel in Osaka.

For the first time a hotel welcomed dog guests to join the party and the 25
dogs, all smartly turned out and on their best behaviour, came in through
the hotel lobby, along the red carpet and up the stairs into the ballroom,
to a tremendous welcome from our guests. Over a hundred people came
from as far away as Tokyo, Fukuoka, Kochi and Awaji to celebrate this
memorable event. ARK would like to thank everyone who worked so hard
to make this party happen and to the Ramada hotel for ‘bending the rules’
to allow our canine friends to enjoy the evening with us as well.

ア

ーク設立２０周年記念祝賀行事の皮切りとなるディナーパ

ーティが11月7日大阪のラマダホテルで開催されました。
そ

もそも、
ホテルが犬のお客様をパーティに受け入れるなんて、前例

のないこと。25匹の犬はホテルのロビーからさっそうと登場し、
レッ
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ドカーペットの上を進み、階段を上り、
お行儀良く宴会場に入場し
て、
ゲストたちから大喝采を浴びました。
この記念イベントを祝うた

めに100名を超える方々が東京、福岡、高知、淡路など、遠方から

も駆けつけて下さいました。パーティ開催のためにご尽力くださっ
た皆様方、
ありがとうございました。
また、犬同伴を
「特例として」認

め、一緒にパーティを楽しめる配慮をして下さったラマダホテルさ

んに心から感謝を申し上げます。

Gala Dinner at Ramada Hotel Osaka
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WINTER 2009


大阪ニュース

Osaka News

篠山ワークキャンプ開催しました

WORK WEEKEND SASAYAMA

A

round a dozen intrepid volunteers joined
us at Sasayama for a work weekend mid-

November to help with major clearing work on
the new land. Amazing what was achieved !
Many thanks to everyone who came from afar,
including a couple from Nagoya. We hope to
have another camp-BBQ-weekend next Spring.

１１月

中旬、十数人の精鋭ボ

ランティアさんが篠山
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に集まり、
１泊２日でサンクチュアリ予定地

の整地や清掃のお手伝いを頂きました。
そ
の仕事の成果には、
まったく驚くばかり！

遠くは名古屋から来られたご夫婦もい

て、本当に感激しました。来年春頃にまた開

催できたらと考えておりますので、
そのとき

は是非また、
よろしくお願いいたします。

アーク設立２０周年に寄せて、
様々なお祝いのメッセージを頂きました。
一部をご紹介させて頂きます。
JOANNA LUMLEY（イギリスの女優）

アーク２０周年を祝福します。職員の方、支援者の方々にも

"A thousand good wishes to ARK on its 20th Anniversary. My admiration for this

心からの讃辞をお伝えします。ぜひ動物たちにも私からの

wonderful organisation knows no bounds, and I send affectionate greetings to all
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気持ちを届けたいのですが、
あいにく彼らの言葉が話せな

who work at the Refuge and to all its supporters everywhere. To the animals I send

いんです！ 心をこめて ジョアンナ・ラムリーより

my love - if only I could speak their language ! Fondest thoughts, Joanna Lumley "

RSPCA(王立虐待防止協会)
"The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) would like
to congratulate Animal Refuge Kansai on reaching its 20th Anniversary. ARK has
helped countless animals over the past 20 years and is a valuable member of the
RSPCA's association scheme. Thank you for all your hard work for animals and we
wish you all the best for the future."

王立虐待防止協会は、
アーク２０周年をお祝いします。過

去２０年、
アークは数えきれない動物たちを救ってきまし

た。誠に価値ある、当協会の協会員です。
これまでの活動

に対して御礼を申し上げるとともに、今後のさらなる飛躍

をお祈りします。

WSPA（世界動物保護協会）
" Congratulations on behalf of WSPA (World Society for the Protection of Animals)
for Animal Refuge Kansai's 20 year anniversary. This is a significant achievement
and you have obviously made an outstanding contribution to animal welfare - both
in Japan and for the animal welfare movement worldwide. As a WSPA member
society we are pleased to enclose a small certificate for you. Wishing you all the
best and we look forward to another 20 years of ARK's valuable contributions
towards animal welfare. "

Thanks to London JAWS

ARK would like to offer its appreciation and thanks for the generosity and
support it has received from London JAWS (Japan Animal Welfare Society)
over several years, in helping us buy essential veterinary products to keep
the animals at our shelter healthy. Although we are a long way away and
it may be difficult for JAWS members in the UK to visit us, we would be
delighted to see you any time, to meet the animals in our care and to show
you around our facility. It is heart-warming that English people care so much
for Japanese animals. Thank you all very much.
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アーク２０周年のお祝いを申し上げます。動物福祉の分

野で貴団体がこれまで為してきた活動は、
日本だけ国内

にとどまらず、世界的な文脈においても、非常に意義のあ

るものです。WSPA会員であるアークに対し、当協会か

らは、
ささやかながら記念の証書をお送りしたいと思い
ます。動物福祉の向上に向けて、
アークのさらなる活躍
に心から期待しています。

       ご支援ありがとうございます！

JAWS
（日本動物福祉協会）
ロンドン支部の多年にわたるご支援

に対し、心より感謝を申し上げます。皆様からの動物医薬品購入の
助成はアークにとって大きな助けとなっております。

何ぶん、
ロンドンからここまで遠いので、
なかなか簡単ではないか

もしれませんが、皆さん機会があればぜひARKの動物たちに会いに
来て下さい。ゆっくり施設の中をご案内いたします。
イギリスの皆様

が日本の動物達のことをこれほどまで気にかけて下さり、本当に嬉し

い限りです。

Tokyo News

東京ニュース
東京ARKがファーマーズマーケットに参加します！

ARK at Farmer’s Market

F

rom December, ARK will be at the popular Farmer’s Market held in front of
United Nations University thanks to Isso-san of Dog Life Design. ARK will

have a stall once a month, but please visit the Farmer’s Market any Sat. & Sun.
Fresh flowers, fruit and vegetables are sold directly from the growers. http://www.
farmersmarkets.jp

東

京ARKが毎月里親会を開催している駒沢DLDのISSOさんより

ご紹介を受け、国連大学前で行われている、
ファーマーズマーケ

ットに12月より月一回、参加することが決まりました！

国連大学前では、毎週末の土曜日、
日曜日にファーマーズマーケット

という、
お客さんが、実際に野菜や果物、
お花などを育てた農家さんか
ら購入できるマーケットを開催しています。

Date: 5 December 2009, 12:00 – 15:00
Venue: In front of United Nations University

日時:

5-53-70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001

場所:

The Farmer’s market will be held in rain, but will be cancelled in heavy rain

12月5日/12：00〜15：00
国連大学前広場

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5-53-70

雨や台風の場合は中止にな

ります。
ご不明な際は、事前
にお問い合わせください。）

Thank you, Yurindo!

F

or the first time ever, you can now buy the ARK calendar at the main branch
of Yurindo in Yokohama. If you live in the area, please drop in to Yurindo.

ARK extends our heartfelt gratitude to Yurindo and its staff for working to help a
charity.
Yurindo Main Branch
1-4-1 Isesaki-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-8623
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有隣堂本店でアークカレンダーをお求めいただけます！
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（ 雨 天でも開 催しますが、大

Tel: 045-261-1231

2010

年度版アークカレンダーを、有隣堂本店でもお

買い求めいただけます。
アークとしては初めて

の、書店での販売になります。ぜひ書店まで足をお運びいただけ

れば幸いです。
なお、今回の販売にあたりご協力いただきました、
有隣堂書店の皆様に心より感謝申し上げます。
有隣堂本店

住所：〒231-8623神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-4-1
電話：045-261-1231

アークカレンダー販売中！
2010年アークカレンダーは、
壁掛け、
卓上
タイプともに、引き続き販売中です。
ご希
望の方は、FAX、
メール、
または電話にて、
アーク事務局まで。

ARK calender 2010 still on sale!
メール calender@arkbark.net
TEL
072-737-0712
FAX
072-737-1886

壁掛けタイプ ￥1000
卓上タイプ ￥700
どちらも税込みです。
また、
ご希望の
冊数に応じて、
別途送料がかかります。
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Meeting with George in London

ロ

ジョージとの出会い

ンドン市内のとあるバス停で、
オリバーさんと私はバスを待って
いました。
そこにジョージという１匹の犬が飼い主さんと散歩を

していました。
ジョージはとてもフレンドリーで、私たちはすぐに仲良し
になりました。
すると、
お散歩中の車いすに乗ったおばあさん、子供を連

れた家族が一緒になってジョージを触りに来ました。
ここでは誰も犬を

怖がりません。
おばあさんも子供も犬が怖いなんてこれっぽちも思って

いないようでした。

その時です。
バスがやってくると、
その飼い主さんとジョージが普通に

バスに乗っていきます。
ジョージはキャリアーにもバッグにも入ってい

ません。呆然としている私にオリバーさんが言いました。
「イギリスでは

これが普通。地下鉄も、
ホテルもどこでも一緒に入れるのよ」
と。

日本ではまず公共機関の乗り物に乗せる場合、
どんなサイズの子で

もクレートやバッグに入れなければいけません。ホテルやカフェは、特
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別なペットOKの場所以外、一緒に連れていくことはできません。公園で

すら、犬を入れないようにと書かれている場所は少なくありません。
イギリスと日本のペット

事情が違うことは充分に

Keiko Yamada (Tokyo ARK staff)

M

山田 桂子（東京アークスタッフ）

s. Oliver and I were waiting for a bus at a bus stop in London. A dog named
George was taking a walk with his owner. George was a very affectionate

dog, we quickly became friends. Soon an elderly woman on a wheelchair out
for a walk and a family with children joined us to pat George to say hello. Here
no one gets scared of dogs. The elderly woman and the children did not seem
scared at all.
Then the bus came and George and his owner got onto the bus. George is in
neither a carrier nor a bag. Being very surprised at what I see, Ms. Oliver told me,
“this is normal in England. Dogs can come onto the subway, into a hotel, they are
allowed everywhere with us.”
In Japan, dogs must be inside of a crate or a bag when on public transportation
regardless of the size of the dog. We can not bring them to a hotel or a café unless
they are those special “pet OK” premises. Even a number of parks have the sign
to prohibit the entrance of dogs.
I knew the concept of pets in England was different from how it is in Japan,
but this was a moment of realising how different it really is through everyday life.
The position of animals in Japanese society

わかっているつもりでし

is still quite low, and this experience gave

たが、ふとした日常生活

me an opportunity to think of what we can

の中で、
ここまで違うとい

do to improve animal welfare in our society.

うことを目の当たりにし

(George’s owner was in fact just taking

た瞬間でした。日本での

George on the bus to a large park nearby.

動物を取り巻く環境水準

When we passed the park on another bus a

はまだまだ低いですが、

bit later, we saw George off his lead running

これからもっと犬や猫が

around enjoying himself. George’s owner

暮らしやすい環境を作る

told us that people are allowed to take two

努力をしようと考えるこ

dogs on the buses for free but a third dog or
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とができた経験でした。

I

Kitten Kaboodle

more need to buy a ticket.)

by Japan Cat Network

t’s that time of year again...shelters are literally crawling with kittens, and we’ve

ambient temperature. Keep the kitten warm, without being too hot, by placing a

received lots of mails from those of you who have found yourselves suddenly

small drink bottle filled with warm water under a towel near the kitten. If it needs

joining the kitten rescue squad. Don’t panic! Many people just like you, are able to

the warmth, it will rest near the bottle. Even if the outside temperature seems

successfully rescue and re-home kittens every year. With so few humane animal

warm to you, the kitten may still need the extra warmth, particularly at night. Pay

resources here in Japan, it’s up to everyone to do what they can, and this is

special attention to any wounds, which can look small but may involve a serious

something you can do. Here are a few tips for bringing about a happy ending!

abscess under the skin. Issues such as wounds, a runny nose or eyes full of
discharge, require veterinary attention.

1. Take them in
Don’t leave kittens outside. They are in grave danger from many predators, but

3. Give them food and comfort

most often from crows. Time and again, we hear from people who leave the scene

Address food and comfort needs before worrying about cleaning the kitten up or

and go back, only to find one or more missing or dead. You may have only one

removing fleas. A bed with a soft furry blanket in a box or basket, along with the

chance to help them, so do the kind thing, and pick them up right away. If you only

hot water bottle, can really make a kitten feel secure and comforted. Kittens whose

see one kitten, look around for others. Don’t remove kittens from mother cats. If all

eyes are open may be ready to eat soft wet food. Kitten food is best, as it is easiest

have been abandoned together, and the mother cat is friendly, consider rescuing

to eat, and it contains the extra amount of nutrients that kittens need for growth.

and re-homing the group.

Warm the food slightly in the microwave, to make it stronger smelling and more
attractive, then place it in a small dish directly under the kitten’s mouth. You can

12

2. Keep them warm and hydrated

also introduce the food, if necessary, by placing a very small dab in the front of

Check the kitten’s body for signs of trauma or ill health, and if possible, take

the kitten’s mouth. If that doesn’t work, or the eyes are still closed, the kittens will

them directly to be checked by a veterinarian. Very young kittens (with eyes still

need to be bottle fed. Cow’s milk doesn’t have the nutrients needed by kittens, and

closed) should respond by bobbing their heads up, when touched, while older

can also cause stomach upset, so specially formulated kitten milk is necessary.

kittens should actively move around. Dehydration is common, with symptoms

Find this, along with bottles, at most home centers. Esbilac brand, in powdered

being lethargy and lack of appetite. Giving the kitten some sugar water may help

form, seems to be a favorite. Thoroughly mix it according to directions, initially

temporarily. Mix one teaspoon sugar with a cup of warm water, and put drops into

using very warm water, as cool water can dangerously lower the kitten’s body

the front of the mouth. Be careful not to tip the head back, so the kitten doesn’t

temperature. In order to prevent lumps that can clog the nipple, mix it into a paste

choke. Hypothermia is also a common problem, particularly with young kittens,

with a very small amount of water first, then add water slowly while stirring. When

who cannot regulate their body temperature and react dramatically to changes in

bottle feeding, frequency and patience are key. Sucking is an important part of

their fight-or-flight instinct. A chained dog, unable to take flight, often feels forced
to fight, attacking any unfamiliar animal or person who unwittingly wanders into
his or her territory.
Dogs too view children as a different species to adults; children’s voices
are higher, their movements are quicker and unless they are taught how to act
properly around a dog, they often give off the wrong signals which irritate the
animal. It is said that 85% of children under six who get bitten, are bitten by their
family dog. Children may think they are playing but the dog may perceive it as
teasing. In any case a young child should never be left alone with any dog, big
or small.
Whether this child provoked the dogs or not we do not know but we do know
that it wasn’t the dogs that killed this child it was their ignorant owner and as
long as this society accepts the idea that chaining a dog for long periods of time
is the norm, incidents like this will continue. Unfortunately it is the dogs who will

Turns out the dogs were running free on a property managed by the boy’s

receive the death penalty.

grandmother. As usual the newspaper reports skim the details and TV coverage

Another sad tale but with a happier ending............

just sensationalizes everything. The dogs,( an Akita and a Rottweiler), bit her

Man has two minature poodles, currently popular fashion accessories, mother

grandson, according to the woman, before she “ had time to chain them.”

and son. Of course neither is neutered so in the close confines of a home we

This statement, if true, tells us a lot. We can guess that these dogs probably

can guess what happens next. Mother dog give birth to two puppies; one is OK

spent the majority of their time on chains as guard dogs.Leaving a dog on a

but the other little puppy is born minus a front leg. Instead of learning something

chain and ignoring him is how to raise an aggressive dog. Aggressive dogs can’t

from this inbreeding tragedy, the man’s reaction is ‘send the deformed pup to the

distinguish between a threat and a family friend, because they are not used to

hokensho.’ Fortunately his wife is warmer-hearted and brings the pup to ARK.

people. Aggressive dogs will attack anyone. They feel naturally protective of their

We are sure he, now named 'Cheek', will be quickly adopted and go on to lead

territory; when confronted with a perceived threat, they respond according to

a full and happy life.  

い

たましい事故があった…4歳の男の子が大型犬2頭にかみ殺さ
れた。犬は子供のおばあさんが管理する施設の庭で放し飼いに

されていた。
いつもながら、新聞記事はそっけないし、
テレビは興味ほん

いに騒ぎたてる。
犬はアキタとロットワイラーで、
女性の話によると、
犬を
だとすれば、
いろんな問題が見えてくる。
おそらく、犬は番犬としてずっ

と鎖につながれてきたのだろう。鎖につなぎっぱなしにするのは、犬を

く、無知な飼い主であり、
「 犬を長時間鎖につないで飼うのはあたりま
え」
という考えが日本社会にあるかぎり同様の事故が後をたたないとい

うこと。
そして、
ざんねんながら、死刑に処せられるのはいつも犬の方な
んだ。

コーゲキ的に育てているようなもの。攻撃的な犬は、敵と家族など味方

もう一つ悲しいお話。
こちらはハッピーエンドになってほしいな……

攻撃する。
自分のテリトリーを守る習性がある彼らが「外敵」
をみとめ

して人気がある犬だ——だが、2匹は実の親子、母と息子だった。
もちろ

がれた犬は逃げられないから、
たたかうほかなく、
テリトリーに迷いこ

しょに暮らしていたら、次に何が起きるかわかるはず——母犬は子犬を

供は大人とはちがった種に見える——子供の声はかん高く、動きがす

ンシン交配による悲劇から教訓を得るかわりに、男が考えたのは、
「障

ルを出し、
それが犬をいらだたせる。6歳以下の子供をかんだ犬の85％

に思って、
その子をアークに持ってきた。
アークでは、子犬（チークと名

手はいじめられたと思うかも。
とにかく、幼児を犬といっしょに放ってお

願っている。

との区別がわからない——人間になれていないからね。彼らは誰でも
ると、
「たたかうか／逃げるか」
の本能にしたがって反応する。鎖につな
んできた見知らぬ動物や人を攻撃するのだ。犬からすれば、人間の子

ばやい。犬との接し方を教わっていない子供は、犬にまちがったシグナ

はその家のペットだとか。子供にすれば犬と遊んでいるつもりでも、相

男がミニプードルを2匹飼っていた——おしゃれな
「アクセサリー」
と

ん、
どちらもヒニンなんかしていない。
となれば……せまい家の中でいっ
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「鎖につなぐ前」
に孫がかまれたとか。

いてはいけない——たとえ小型犬でも。男の子が犬を怒らせたのかど

うか… それはわからない。
たしかなのは、子供を殺したのは犬ではな
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errible business. Four year old child is mauled to death by two dogs.

2匹産んだ。1匹はＯＫ、
でも、
もう1匹は生まれつき前足が1本ない。
キ

害のある子犬をホケンジョに送る」
こと。
さいわい、奥さんがかわいそう
付けられた）
が早くだれかにもらわれて、一生幸せに暮らしてほしい…と

the feeding process, but it can take young kittens a bit of time to adjust to using a

6 or more times per day. Healthy kittens should gain weight steadily, should not

synthetic nipple. Rinse new nipples multiple times in warm water, to remove some

cry constantly, should be actively moving, and should have round bellies. Health

of the rubbery smell. Check to be sure the milk isn’t too hot or cool, and that the

issues in kittens move into crisis mode quickly, so vigilance and quick medical

nipple isn’t clogged, so that milk can actually flow through it. Also be sure that the

attention can be necessary. However, even under optimum care, it seems that

hole in the nipple is not too big, creating a danger of choking from a heavy flow of

some kittens are just not meant to make it. Give it your best shot, and know that

milk. The kitten may resist, at first, but try to gently place the nipple in the kitten’s

you were able to provide the kitten rescue and some comfort, at the very least.

mouth several times. Wrapping the kitten in a towel, and rubbing the edges of its
mouth with your finger, can sometimes stimulate a sucking response. If the kitten

4. Help them to toilet

doesn’t start to suck, don’t use force to keep the nipple in its mouth, which might

Very young kittens need help toileting, and cannot eliminate without stimulation,

create a negative association. Take a break and then try again after 20 minutes

so may die without this help. Place the kitten on its back, in the palm of your hand,

or so. Dropping or syringing milk into the side of the kitten’s mouth is a good

and tap the genital area with a tissue gently. You can use a tissue dipped in warm

idea, in order to provide some nutrition temporarily. But, this will not be effective

water, but don’t use packaged wet tissues, as the chemicals included are not safe

over time, so continue trying to use the bottle. Some kittens respond better if

for kittens. Watch out for continuous diarrhea, which can dangerously dehydrate

you try a different brand of bottle. Feed according to package directed amounts,

kittens. A few common causes are bacteria in the living space, diet irregularity,
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and/or parasites. Start by bringing a small sample of the kitten’s feces to the

will need more help with socialization than others. Gently play with the kitten, and

vet, who can check for parasites, bacteria or digestion problems, and provide

interact with it often to encourage this process.

appropriate medication. Human medications and supplements are often unsafe or
dangerous to use on cats, so do not medicate without veterinary supervision.

7. Start looking for a home
If you are able to give the kitten a good home yourself, consider doing that. It’s

A VOICE FOR ANIMALS
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5. Keep them clean

often very easy to take cats with you, for those leaving the country. However if

Since orphaned kittens are without the protection of antibodies in their mother’s

you aren’t able to provide a home yourself, get started on re-homing right away.

milk, they are very susceptible to bacterial infections, so their living space and

It’s easiest to find homes for kittens while they’re young. Think up a cute name,

bodies must be kept very clean. Change bedding or cage lining frequently. Wash

and write up an interesting profile. Make attractive posters, using down-loadable

your hands before handling, and use a warm wet washcloth to clean the area

software such as Comic Life, to put up at schools, shops, veterinary clinics, etc.

around the kitten’s mouth after feeding. If not cleaned immediately after eating,

If you only have English language ability, post classified ads on popular expat

food or milk on the face or neck will harden and be difficult to remove afterward.

websites such as Kijiji, Craig’s List, Gaijin Pot, etc. If you have Japanese ability,

Feces residue may also need to be cleaned away from the leg and tail area. If

post on satoya-boshu.net and in either case, check potential homes carefully.

the kitten must be bathed, do it after the health is stabilized, and keep the kitten

Though most people responding to ads for kittens are genuinely interested in

warm at all times. Use kitten safe shampoo, but keep water and shampoo away

adoption, there are also people with bad intentions out there, who are searching

from the kitten’s face. Shampoos like Novalsen, containing Clorhexidine, are good

for free cats and kittens. Always visit the home, check that the address matches

for removing bacteria. Use a blow dryer or heater to towel them dry in front of,

the identification, and watch how potential owners interact with the kitten. Be

afterward, keeping them warm until dry. It’s better to discuss flea treatment with a

absolutely sure that the kitten will be spayed or neutered. Re-homing without

vet, as some types may be too strong to use on kittens. However flea combs are

insuring spay/neuter only creates the possibility of the tragic and unnecessary

safe, and can be used to remove fleas temporarily.

cycle of unwanted kittens continuing.

6. Keep them safe and social

8. Prevent other kittens from winding up in the same position

Give the kitten a safe place to play and live. Use a shallow litter tray, with the type

Pat yourself on the back. Helping when there is such an obvious desperate need,

of cat litter that has larger pellets, so that the kitten does not accidentally ingest it.

is the kind and good thing to do! Now take a look around the area in which you

Cages can sometimes be convenient to use for kitten care, as they address safety

found the kitten. Kittens are often found in places where stray cats congregate, and

issues as well as potential damage to your living area. Check out ideas for making

starting a TNR project in the area is the most effective way to make a difference.

cage life more comfortable at

Trapping stray cats for spay and neuter gives them the best chance for a healthier,

http://.japancatnet.com/rescue/kittencare.html

safer life. It also stops the needless reproduction and suffering of kittens, that may

If you have young children, explain how fragile kittens are, and supervise all

not be as lucky as those you found. For more advice or assistance in helping cats

interaction. This is a good chance to instill empathy in your child, and to provide

or kittens, feel free to contact us here at Japan Cat Network.

instruction on how kittens should be held and picked up, specifically not around

help@japancatnet.com

their stomachs or necks. People want to adopt friendly kittens, and some kittens

子ネコあれこれ

ま

ジャパン・キャット・ネットワークより

たこの季節がやってきました。
シェルターは文字通り子ネコであふれかえ

う少し大きな子ネコはあたりを動き回ろうとします。子ネコはよく脱水症状を起

っています。私たちは、子ネコを見つけたというみなさんからの緊急のメ

こします。動きが鈍く、食欲がないときは脱水かもしれません。
とりあえず砂糖水

ールをたくさん受け取りました。
あわてないでください！ 毎年、
みなさんと同じ

を飲ませてみましょう。
コップにお湯を入れ、
スプーン１杯の砂糖を入れて溶かし

ように子ネコを拾って途方にくれてしまった人が何人も、新しい飼い主を探すこ

ます。
そして、
口元にたらしてください。子ネコがむせるといけないので、頭を後ろ

とに成功しています。
日本には動物を保護したときに頼りにできるところがほとん

にそらさないでください。低体温も子ネコ、特に生まれたての子ネコには致命的

どありません。
でも、
みなさんにも小さなことですが、
できることがあります。
ここ

です。子ネコの体温は周りの温度によってすぐに下がってしまいます。子ネコの体

に、
ハッピー･エンドを迎えるために心がけたいヒントの数々をお示しします！

を熱すぎない程度に温めてください。小さなペットボトルで湯たんぽを作り、
タオ

1. とにかく家に迎えてあげましょう

ます。人間にとっては暖かいと感じる外気も、子ネコにとっては寒いものです。特

ルで包んで子ネコの近くに置いてあげましょう。寒いときにはその近くで暖を取り
子ネコを見つけたとき、
そのままにして行かないでください。屋外にいる子ネコた

に夜は気をつけてあげましょう。
また、
どんな小さな傷口も見逃さないようにしま

ちには命を奪おうとする天敵--そのほとんどはカラスですが--がたくさんいます。

しょう。見た目には小さくても、皮膚の下で化膿しているかもしれません。傷口が

私たちは今まで、子ネコを見つけてすぐに拾わず、
あとで現場にもう一度戻った

あったり、鼻水や目やにがひどい場合は、獣医さんの治療が必要です。

方から、子ネコのほとんどがカラスに食べられて死んでいたり、
すでにどこかへ行
って姿が見えなくなっていたという話をたくさん聞きました。子ネコを助けるチャ
ンスは一度しかありません！ すぐに拾って連れて帰ってあげてください！ もし

3. 食べ物を与えて安心させてあげましょう
子ネコをきれいにしたりノミを駆除する前に、食べ物と安全な寝床を与えてあ

1匹しか見当たらなかったら、
周りを見てください。子ネコをお母さんから引き離

げましょう。箱か籠の中にペットボトルの湯たんぽと一緒にふわふわのタオルケ

さないでください。
もし、親子ともに捨てられていて、
お母さんネコが人なつこかっ

ットを入れ、気持ちのいいベッドを作りましょう。子ネコは安心し、気持ちよく眠

たら、
まとめて保護して里親を探すことをお考えください。

ることができます。
目が開いている子ネコは子ネコ用のやわらかいえさを食べら
れるかもしれません。市販の
「子猫用」
と書いたキャットフードがお勧めです。食べ

2. 暖かくして、脱水しないようにしてください
子ネコを拾ったら、体を調べてけがや病気がないか確認しましょう。
できれば、
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やすく、子ネコの成長に必要な栄養が十分含まれています。電子レンジでちょっ
と暖めると、
においが強くなり、子ネコをひきつけます。小さなお皿に入れ、子ネコ

すぐに獣医さんのところへ連れて行って診てもらう方がいいでしょう。健康であ

の口を直接触れさせてください。必要であれば子ネコをえさに誘導してあげまし

れば、
目が開いていない子ネコは、首の後ろをさすると反応して頭を上げます。
も

ょう。
フードのかけらを指先に乗せ、子ネコの口元に持っていきます。

それでもえさを食べられない場合や、
目が開いていない小さな子ネコは、哺乳瓶

くしは子ネコにも安全に使えます。
当面はこれでノミを取り除くことができます。

でミルクを与えなければなりません。牛乳は子ネコに必要な栄養が含まれてい
ませんし、
おなかを壊す原因になることがありますので与えないでください。子ネ

6. 子ネコを安全な場所で社会化しましょう

コ用のミルクが必要です。
ホームセンターのペットのコーナーにミルクと哺乳瓶

子ネコが遊んだり暮らしたりするのに安全な場所を提供しましょう。浅めのト

を一緒に売っています。
「エスビラック」
という商品名の粉ミルクが子猫には好ま

イレを使い、
トイレのペレットは子ネコが飲み込んでしまわないよう大き目のもの

れるようです。説明書に従って調製してください。最初は熱めのお湯を使ってくだ

にしましょう。
ケージがあると子ネコの世話をするのに便利です。子ネコたちが安

さい。冷めたミルクは子ネコの体温を下げる恐れがあります。
ミルクがだまにな

心できるのと同時に、部屋がダメージを受けるのを防ぎます。
こちらのサイトに、

らないように、最初は少なめのお湯で溶かし、
よく溶けてから徐々にお湯を追加

子ネコのケージでの暮らしをより快適にするアイデアを掲載していますのでご覧

し、
かきまぜましょう。哺乳瓶でミルクを与えるときには忍耐と回数が鍵です。何

ください。     http://.japancatnet.com/rescue/kittencare.html

度も挑戦してください。子ネコによっては哺乳瓶からうまくミルクを吸うまでに時
間がかかることがあります。新しい乳首はゴムの臭いがするので、何回かお湯で

もし、
ご家庭に小さなお子さんがいる場合は、子ネコがどんなに弱い生き物な

洗ってから使ってみてください。
ミルクが熱すぎたり冷めすぎたりしていないか、

のか説明し、子どもさんが子ネコに接するときは必ず監視してください。
これは、

ミルクがスムーズに出てくるか、乳首が詰まっていないか確認しましょう。
また、

子どもたちが生き物とふれあうよいチャンスです。子どもたちに子ネコの正しい
抱き方を教えてあげてください。特に、
おなかや首の周りをつかんだりしないよう

れがあるので注意しましょう。子ネコは最初抵抗しますが、何度もやさしく乳首

に。里親希望の方は、人なつこい子ネコを望みます。
また、子ネコの中には人見知

を子ネコの口に入れてください。子ネコをタオルで包んで手に持ち、
口の端を指

りをする子もいます。
やさしく遊んであげてください。
そして、子ネコたちが人に慣

でさするとうまく乳首に吸い付いて飲む動作ができるようになります。

れるよう励ましてあげてください。

もし子ネコがいやがってうまくミルクを吸わなくても、無理やり口に押し込む

7. 里親を探しましょう

ことはやめてください。子ネコはよけいに哺乳瓶を嫌がるようになります。一度休

もし、
あなたが子ネコのよい家族になれると思われましたら、
ぜひそうしてあげ

み、
２０分ぐらい経ってからもう一度試してみてください。子ネコの口元にミルク

てください。
ネコと一緒に暮らすのは、案外簡単なものです。
でも、
あなたが子ネ

をたらしたり、針のない注射器で口の端から入れてみるのもよい方法です。
とり

コの飼い主になれない場合は、
すぐに里親探しを始めましょう。子ネコたちがま

あえず子ネコに栄養補給をしなければなりません。
でも、
ずっとそのやり方で十

だ幼いうちのほうが、里親を探しやすいものです。
まずかわいい名前を考えて、興

分な栄養補給はできません。
哺乳瓶に慣れさせるよう何度も挑戦し続けてくださ

味を引くようなプロフィールを書きましょう。
パソコンのソフトなどを利用して魅

い。違う種類の哺乳瓶に替えるとうまくいくことがあります。
パッケージに書いて

力的なポスターを作り、学校、
お店、獣医さんのところなどに張らせてもらいまし

ある分量を一日６回以上与えてください。健康な子ネコは毎日確実に体重が増

ょう。
あなたが英語しか話せない場合は、Kijiji, Craig’s List, Gaijin Pot,など

えます。鳴き続けることはなく、活発に動き、
おなかが丸々としてきます。子ネコの

の有名な広告サイトに掲載しましょう。
日本語が話せるのであれば、
「里親募集」

健康状態は急変しますので、常に観察し、少しでも様子がおかしかったらすぐに

ネットに投稿しましょう。
どちらの場合も、里親希望の方をよく吟味しましょう。
記事に返事をくれるほとんどの方は純粋に子ネコの里親になりたくて連絡をくれ

は生きることをやめてしまうことがあります。
とにかくベストを尽くしてみてくださ

るのですが、
中にはただでネコを手に入れようと考えているよくない人もいます。

い。少なくとも、子ネコが外で悲惨な死に方をせず、心地よい最後を迎えることが

住所が申し込み用紙の記載と合っているかどうか、必ず家を訪問して確認しまし

できただけでも、
あなたのしたことは素晴らしいことなのです。

ょう。
そして、里親希望者がどのように子ネコの世話をするか見極めましょう。子
ネコが必ず避妊・去勢手術されることを約束してもらいましょう。避妊･去勢手術

4. 排便を助けてあげましょう
小さな子ネコは自力で排便ができません。刺激を与えて排泄させてあげない

の保証のない子ネコの譲渡は望まれない不幸な命をまた産み出す無限ループと
なってしまいます。

と、便や尿がたまって死んでしまいます。子ネコを仰向けに手のひらの上に乗せ、
お尻のあたりをティッシュでやさしく刺激してください。
ティッシュをお湯で温め
ておくのもいいでしょう。
でも、市販のウェット･ティッシュは、薬品が使われてい

8. 同じ場所で再び子ネコが生まれるのを防ぎましょう。
さあ、
ここまでしたら、
あなたの大成功をお祝いしましょう!

WINTER 2009

獣医さんに診てもらう必要があります。
それでも、
どんなに手を尽くしても子ネコ

A VOICE FOR ANIMALS

乳首の穴が大きすぎると一度に多くのミルクが子ネコの喉に流れ、窒息する恐

絶望的な状況に

るので子ネコにはよくありません。下痢が続くときは要注意です。子ネコはすぐに

あるものを助けてあげるのは、
ともかく素晴らしいことに違いありません。
でも、

脱水症状を起こします。下痢の主な原因は、環境中の細菌、
えさ、便秘、寄生虫な

ここでもう一度子ネコがいた場所を見回してください。子ネコは野良猫が集まっ

どです。子ネコの便を少し採って獣医さんに見せましょう。寄生虫や細菌やえさ

ている場所でよく見つけられます。
こういう場所でＴＮＲを始めれば、大きな効

の問題を診断し、必要な処置をしてくれます。人間の薬はネコにとって有害なも

果が望めます。野良ネコを捕獲し、避妊･去勢手術することで彼らはより健康に、

のもあります。素人判断をせず、必ず獣医さんの指示を仰ぎましょう！

安全に生きることができます。そして、
もちろん望まれない不幸な子ネコが再び
生まれることを防ぎます。
その子ネコはあなたが助けた子ネコのように幸運とは

5. 子ネコたちをきれいにしましょう
捨てられた子ネコはお母さんからの免疫抗体が含まれた母乳を十分飲んでい

限りません。
もっとアドバイスやお手伝いをお望みの場合は、私たちJapan Cat
Networkにお気軽にご連絡ください。

   help@japancatnet.com

ないため、感染症にかかりやすくなっています。
ですから、子ネコの体や住まいを
いつも清潔にしておかなければなりません。
ベッドやケージの敷物は頻繁に交換
しましょう。子ネコに触る前は手をきれいに洗い、
えさを食べさせたあとはお湯

JCNより ボランティア募集のお知らせ

で湿らせた布で口の回りを拭いてあげましょう。
すぐにきれいにしないと、顔や首

ジャパン・キャット・ネットワーク
（JCN）
は、滋賀県彦根市にあるシェルターで

についたミルクやフードは固まり、取り除くのが難しくなります。足やしっぽに糞

のボランティアさんを募集中。
シェルター内の猫のお世話や清掃の他、屋外

が残っていたら、
それもきれいにしてあげましょう。子ネコをお風呂に入れる場合

でのノラ猫の捕獲と不妊手術の手配など、部分的にでもお手伝い頂ける方

は、健康状態が落ち着いてからにし、
その後は子ネコの体を冷やさないようにし

を探しています。
まずはホームページをご覧の上、
ご連絡ください。

ましょう。安全なシャンプーを使い、子ネコの顔に水やシャンプーがかからないよ
うにしましょう。
ノバルセンのように、
クロルヘキシジンを含んだシャンプーは除
菌作用があります。乾かすときにはタオルで拭きながら、
ドライヤーやヒーターで
子ネコの体が完全に乾くまで温めましょう。
ノミ取りの薬は獣医さんに相談して

http://www.japancatnet.com
猫好きの皆様からのお問い合わせを待ってます！
（JCNのシェルターへは、
JR琵琶湖線の稲枝駅より徒歩５分）

使いましょう。
中には強すぎて子ネコにはよくないものがあります。
ノミ取り用の
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ARK

A Voice for Animals

A/C Numbers

RSPCA 国際協会員
WSPA会員

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

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

00970-9-58799

大規模レスキュー Large Scale Rescue Fund

00970-2-267840

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。

アークをご支援下さる皆様方へ

5日 NHKクローズアップ現代放送

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御礼状を
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。

１０日／２０日 専門学校生見学会
２２日 宝塚サマーフェスタ参加
２９日 聴導犬協会来訪
3日 日経新聞にインタビュー記事掲載
9日 NHK国際放送取材

WINTER 2009

１０日 CHICコミュニティコーヒー参加

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

１３日 神戸Green Dogにて里親会
１６日 読売新聞取材
１８日 NHK国際放送にて放映
21日〜1ヶ月間

玉造magatamaにてパネル展

２９日 NHK取材

10月

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

1日 集合住宅でのペット飼育に関するシンポジウム
（尼崎）
2日 神戸GreenDogにて里親会

９月

サンクチュアリファンド Sanctuary Fund

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

Visiting ARK?

８月

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

00900-0-151103

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

８〜１０日 国際動物会議出席（ブダペスト）
１3／14日 イギリスのシェルターを視察
１０日 奈良おやこ文化祭参加

スポンサー制度 ARK Sponsors

１７日 大阪・清交社にてオリバー講演会

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。

１８日 玉造magatamaにてオリバー座談会
１８日 奈良フィールドノートにて里親会

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。

１８日 神戸チャリティバザー出店
２１日 大阪国際学園児童アーク来訪
２３日 聴導犬協会来訪

ARKで必要とするもの
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

Things we need
Things we need

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

dried senior/maintenance/growth dog food, premier collars,

カラー、大型犬用の防寒服＆レインコート
（足を通

shampoo, bitter apple spray

さないタイプ）、
ベッド、
シャンプー、各種サプリメン

Cat: Dried maintenance/senior, canned food, toilet sand,

ト、
ビターアップルスプレー

scratching boards, toys . Katsuobushi, Kotatsu heating

猫用：

table

子猫用缶詰・パウチ＆ドライフード、成猫

用缶詰＆ドライフード、
おもちゃ、処方食(w/dドラ

Rabbit: rabbit food

Goats: hay, goat 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: yard brushes, scrub brushes, dust pans, metal buckets, cottonwool, bleach,

一 般： 手 術 器 具（ ベビーアリス鉗 子 、腸 鉗 子（ 直 ）、タオル 鉗 子 、モスキート鉗 子 など）、洗 濯

antiseptic soap for hands, elasticated vet wrap, surgical instruments, large paper (food)

バサミ（ 大 ）、4 5 L 蓋 付きゴミバケツ（ 丸 型 ）、2 4 h カイロ 、毛 布 、ハイター 、柄 の 長 いほうき、

bags (used OK), mineral water, pet sheets, tissue paper, toilet paper, blankets, 45l

柄 の 長 いチリトリ、ブリキのバケツ、デッキブラシ 、水 切り用ゴムベラ、空 のスプレー ボトル 、

garbage buckets, 45l garbage bags, bedding plants for garden (pansies), CD-R discs,

布ガムテープ、ペットシーツ、犬用包帯（ベトラップ）、
キッチンペーパー、
ティッシュぺーパー、
ミネラルウォ

printer ink for Canon iP4700 & Epson PM-G4500, Kaero hot pads, notebooks, tools,

ーター、
ドッグフードの空袋（大）、工具類、
レインコート
（人用）、長靴、文具（ボールペン、
ハサミなど）、 プ

raincoats, rain boots, large clothespegs

リンターインク
（CanoniP4700／EpsonPM-G4500用）、干し草（ヤギ用）、植物の苗（パンジーなど）

