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How many dogs and cats enter US shelters annually? 8 million

一年間に米国のシェルターに入ってくる犬猫は？ 800万匹。

Of those, how many are saveable? Over 90% - just over 7 million

その中で、
理論上、
命を救えるのはどれくらい？ 90％以上、
つまり700万匹ちょっと。

How many saveable dogs and cats will actually be saved? 4 million

その中で実際に助かるのは？ 400万匹。

How many saveable dogs and cats will be killed? 3 million

殺されるのは？ 300万匹。

Of those killed, how many saveable dogs and cats need a new home ? If shelters

殺される動物の中で、
新しい飼い主がいれば救える犬猫はどれくらい？

are doing their jobs comprehensibly, just over 2 million.

シェルターがきちんと機能すれば200万ちょっと。

Other than those who will always adopt from a shelter, how many people in the

必ずシェルターから動物をもらうと決めている人以外で、
来年新しく犬／猫を飼う予

United States are considering a new dog or new cat next year who would also

定の人はどれくらい？ 1700万人。

consider adopting from a shelter? 17 million.

だとすれば、
その人たちの80％がシェルター以外から動物を入手するとしても…

Consequently, even if roughly 80% get an animal from a source other than a

たった20％の人達がシェルターから動物をもらうだけで、
健康で飼育に適した動物を

shelter, killing of healthy and treatable animals can be ended.

殺す悲劇は解消できるのだ。

Nathan J.Winograd ‘IRRECONCILABLE DIFFERENCES.’ (2009)

― ネイサン・J. ウィノグラド
「IRRECONCILABLE DIFFERENCES
（妥協できない相違）
」
より ―



Still looking for the AIGO

I

Elizabeth Oliver

n 1999, I visited the Hyogo ken and Amagasaki city AIGO (love animal or animal

As we were leaving I heard the sound of kittens crying. “Are there cats in here?” They

well-being) Centre two years after it had opened, and wrote an article ‘Looking for

lifted the heavy lid of a steel box and there in a corner was a clear plastic bag, tied up

the AIGO.’ Since then many AIGO centres have replaced the old kanri (administration)

like a rubbish bag for disposal, inside I could make out the shapes of several tiny kit-

centres; Shiga, Nara, Tokushima, Fukuoka, Nagano to name but a few I have visited.

tens. “ When did these kittens come in ?” Nobody could answer. “How long before they

Without exception they are all of the same mold; built at huge cost with tax-payers

are killed ? ” “ When the box becomes full enough.” In spring and summer the box fills

money, they display Disneyesque exteriors for the public, but hell-hole interiors for the

rapidly but in mid-winter it may take days. So these tiny kittens crying for warmth and

animals.

food would be left to die slowly in that plastic bag. “Couldn’t they get a local vet to eu-
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In January this year I visited Kochi Prefecture

thanise them? Couldn’t someone there put

Kanri Centre. “This is not an AIGO centre”,

them in a warm room and give them food?”

were the first words I heard, as if this was

Unfortunately no vet would euthanise them

some kind of stigma and excused any fail-

even if asked and that would cost money.

ing to treat the animals there with proper

Gas for just a small bag of kittens would cost

care. The facilities were located behind a sea

too much too.

wall under a cliff: cold, dark and pretty inaccessible unless you knew they were there,

Kochi is no worse or better than other places.

of course designed to be out of public view.

The same process, the same cruelty exists

Inside, while the staff were working in a warm
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Kochi wants to halve the number of killings and to do this would be simple. For a start

ing, having to eat and sleep on the feces littered floor or on the wet floor when it was

13.7% (puppies) could be reduced immediately if owners were forced to neuter their

washed. Although the place was old and showing signs of wear and tear, it was no

pet dog, likewise 2,436 (kittens) killed could be eliminated if owners neutered their pet

different from newest AIGO centres, except perhaps less automation, less buttons to

cats. At present puppies are given out to anyone without interviews or checks to make

operate to push the animals into the gas chamber and afterwards for their bodies to be

sure the new owners are suitable and of course the puppies are not neutered which

dropped into the incinerator.

ensures there will be a new supply of puppies in the future for the centre to deal with.

Two old dogs, arthritic, gentle, having given a life time of love to people, were tied out-

I realised after my visit to Kochi, that it matters not if somewhere is called ‘ AIGO

side the other cages but still on that cold concrete floor. They would be no trouble, just

Centre’ or ‘Kanri Centre.’ It matters not how sophisticated the killing machine is or how

lie peacefully, if allowed into that warm office. But no, regulations would not allow that

primitive, it matters not what the budget is, what matters is the heart and conscience

or at least nobody had tried it.

of the people working there. In most places I have found that the people handling the
animals and doing the dirty work are ones who want change, they hate the indifference

Kochi Prefecture has two centres for disposing of unwanted pets. In 2009, 1012 dogs

and cruelty which their work involves. It is the ones at the top, the ones sitting at their

were brought in by their owners, mostly puppies 13.7 % and mostly repeaters since

desks in a warm office, often sad to say, veterinarians, who you would think would have

the owners didn’t neuter their pet dog. 581 were strays. Out of these 96 were lost dogs

some empathy for animals, who would be able to make a difference if they chose. But

which were returned to their owners. 1417 dogs were killed. Cats of course outnum-

they are the ones who don’t, brainwashed as they are by the bureaucratic role im-

bered dogs. 6023 cats killed (2,965 no owner, 2,436 kittens brought in by owners who

posed upon them. Until these people are replaced by those who sincerely seek change

didn’t neuter their pet cat, 581 unwanted cats brought in by owners). On average Kochi

and who can positively work towards a reduction in the killing numbers, animals enter-

Prefecture kills four dogs and 16.5 cats everyday.

ing these places have no hope of being saved.

Cat abuse case in Tsurumi-Ryokuchi Park, Osaka
On January 26th, a dying badly mutilated cat was
found in Tsurumi-Ryokuchi Park in Osaka. The vet

大阪・鶴見緑地公園の猫虐待事件

大阪府の鶴見緑地公園で１月２６日、
骨折など全身

に甚だしい損傷を受けた瀕死の猫が見つかった。
猫

who examined it said it was the worst case of ani-

を診察した獣医師によれば、
これほどひどいケースは

ignored by the police since the victim is only a cat

いとのこと。
この種の事件ではこれまで、
被害者が猫

park asking people to come forward if they had seen

多かった。
しかし今回、
地元警察は園内に目撃情報を

Since this is just one of many cases, according to

の詳細は新聞などのニュースでも取り上げられた。
住

in the park, the perpetrator is likely to strike again.

にあっていると言う。
犯人はさらに同様の犯行を重ね

mal abuse he had ever seen. Often these cases are

過去に例がなく、
何者かが故意に傷つけた疑いが強

but on this occasion the police put a notice in the

だからという理由で警察も真剣に対応しない場合が

anything. The mass media also picked up the story.

求めるポスターを貼るなど積極的な対応をとり、
事件

volunteers who regularly take care of the feral cats

民の話では、
この公園では以前から複数の猫が被害

Sadly it is the friendly cats, those recently thrown

る可能性があり、
関係者は警戒を強めている。

report any case of animal abuse to the police who it

に届けること。
警察の中にも、
過去には見過ごしてい

away that are most at risk. It is important we always
seems are beginning to attach more importance to
animal abuse than they did in the past.



hidden behind locked doors in every centre.

room, the animals were housed in the usual dismal concrete floored cells with no heat-

身近なところで動物虐待を見聞きしたら、
必ず警察

た動物虐待事件に相応の注意を払う動きが少しずつ
出始めている。

「愛護センター」変革に期待

エリザベス・オリバー

1999

高知県には不用ペット処理施設が２か所あります。2009年度、
1,012頭の犬が飼い主によって持ち込まれましたが、
そのうち子犬が
13％を占め、
飼い犬に不妊手術をしていないためリピーターが多いと
のこと。
捕獲された野良犬581頭の中96頭は迷子犬で持ち主のもと

高知県が他府県よりもひどいとか、
ましだということではありません。
どのセンターでも、
閉鎖されたドアの奥でひそかに行なわれているのは
同じ方式、
同じ残虐行為です。
高知県は殺処分件数を半減したいと望
んでいますが、
こうすれば簡単に実現できます——まず、
「飼い犬には
不妊手術」
というルールを徹底することで、
13.7％を占める子犬の数を
たちまち削減できます。
同様に、
飼い猫に不妊処置をすれば、
2,436匹
という子猫殺処分数が消えます。
また、
犬については、
現在、
子犬の譲
渡にあたり、
新しい飼い主が適切かどうかを確認する面接やチェック
もなく、
誰でもほしい人に引き渡していますが、
不妊手術さえしておけ
ば、
将来新しく持ち込まれる子犬の数を減らせることが確実なのです。
今回高知を訪問してから、
私は気づきました——重要なのは、
その
施設が
「愛護センター」
か
「管理センター」
かではなく、
殺処分装置が最
新式か旧式かでもなく、
予算の多少でもありません。
そこで働く人たち
の思いやりと良心こそが重要なのです。
多くの施設では、
直接動物を扱う業務にあたる職員は変化を望んで
おり、
自分たちの仕事にかかわる冷淡さと残虐さを憎んでいることは明
白です。
動物の立場を思いやる心を持ってほしいと私どもが願い、
その
気になれば状況を変え得る力があるのは、
上に立つ人たち、
暖かいオ
フィスで机に向かう人たち。
悲しいことに、
その人たちの多くは獣医師
なのですが、
自らに課せられた官僚的役割によって洗脳され、
自ら変わ
ることができません。
そういう人々に代わって、
心から変化を願い、
殺処
分動物数削減を目指して積極的に働こうとする人たちが登場しない限
り、
施設に収容される動物たちに救いの日は訪れないでしょう。
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年老いた２匹の犬——人間を愛することに全生涯を捧げてきたお
となしい老犬——が他のケージの外につながれていましたが、
やはり、
足元はコンクリートむき出しの冷たい床です。
彼らを暖かいオフィスに
入れてあげても、
何の問題も起こさず、
ただじっと寝ているだけでしょう
に……規則でできないのか、
誰もやろうとしないのか。

に返還されました。
殺処分された犬の数は1,417頭です。
他の施設同
様猫の数の方が犬よりも多く、
6,023匹の猫が殺処分されています。
（
内訳は、
持ち主不明のもの2,965匹、
不妊処置を怠った飼い主が持
ち込んだ子猫が2,436匹、
不用物として飼い主に見捨てられた成猫
581匹）
高知県は、
1日あたり、
平均して犬4頭、
猫16.5匹を殺処分して
います。
私どもが立ち去ろうとしたとき、
どこからか子猫の声が聞こえまし
た。
「
、ここに猫もいるのですか？」
と問うと、
職員はスチール製ボックス
の重いふたを開けてみせました。
隅の方にゴミ袋のように口をくくった
透明のビニール袋が置かれ……中には、
小さな子猫数匹の姿が見え
ました。
「この子たち、
いつからここに入っているの？」
——誰にも答えら
れません。
「いつ殺すのですか？」
——
「箱いっぱいになったら……」
春と夏ならすぐ満杯になっても、
冬の間は何日もかかるのでしょう。
こうして、
目の前の小さな子猫たちはゴミ袋の中に放置され、
暖かさと
食べ物を求めて泣き続けながら……ゆっくりと死んでいくのです。
「近く
の獣医師に安楽死させてもらうわけには？」
「暖かい部屋に入れて食べ
物をあげようという人はいないの？」
残念ながら、
安楽死処置を依頼さ
れても獣医は応じないし、
第一金がかかります。
小さな袋一杯の子猫
を殺すガス代さえもったいないのですから。
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年に、
私は開設して2年になる兵庫県
（および尼崎
市）
動物愛護センターを訪問し、
「愛護の意味とは」
という記事を書きました。
その後、
古い管理センターに代わる
「愛護セ
ンター」
が各地にできました。
滋賀、
奈良、
徳島、
福岡、
長野など、
私が
訪問したのはごく一部にすぎませんが、
どこも例外なく判で押したよう
に、
巨額の税金を費やして造った建物はディズニー風の外観で市民の
目を引きながら、
動物を収容する内部はまるで牢獄でした。
今年1月、
私は高知県動物管理センターを訪問しました。
「ここは愛
護センターではありません」
というのが最初に言われた言葉でした—
—まるで、
それが不名誉なことで、
収容動物をまともに扱えない言い訳
でもあるかのように。
施設は崖下の防波堤の後ろにあるために暗くて
寒く、
一般の人には近づきにくい所でした。
人目につかない場所を選ん
で建てたのは明白です。
中に入ると、
職員たちは暖かいオフィスで働い
ているのに、
動物はよその施設同様、
暖房もなく冷たいコンクリート床
の収容房に入れられており、
糞尿にまみれた床の上で、
また、
掃除のた
びに水浸しになりながら、
食べたり寝たりしなければなりません。
施設
が古く老朽化していても、
最新設備の
「愛護センター」
と本質的には何
も変わらず、
ちがいと言えば、
完全自動化ではないこと、
つまり、
動物を
ガス室に送り込むためのボタン、
また、
その後、
死体を焼却炉に放り込
むためのスイッチが少ないことだけでした。



A Changing World for Animal Protection

A

Elizabeth Oliver

nimal Protection Laws now exist in 87% of countries around the globe, with 70%

NEW ZEALAND ANIMAL ACT 1999

prohibiting abandonment of animals and 50% restricting the selling and breed-

Obligation in relation to physical, health and behavioural needs of animals;

ing of dogs. There is also an emphasis on ‘duty of care’ as well as protection, which

The owner of an animal, and every person in charge of an animal, must ensure that

puts the onus of responsibility on the owner or carer of the animal. Switzerland which

the physical, health and behavioural needs of the animal are met in a manner that is in

brought in a new law in 2008 goes a step further by requiring dog owners to undergo

accordance with both- (a) good practice; and (b) scientific knowledge

training and get a qualification before getting a dog and anglers to take lessons in
compassion for fish. And even China, which has an appalling record of animal abuse,

QUEENSLAND ANIMAL CARE AND PROTECTION ACT 2001

has drafted a proposal for an animal protection law.

Breach of duty of care prohibited
(1) A person in charge of an animal owes a duty of care to it.

The Five Freedoms form the basis of most laws especially those in the European

(2) The person must not breach the duty of care.

Union; these are:
ENGLISH ANIMAL WELFARE ACT 2006
1. Freedom from Hunger and Thirst
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by ready access to fresh water and a diet to maintain full health and vigour
2. Freedom from Discomfort

Duty of a person responsible for an animal to ensure welfare
A person commits an offence if he does not take such steps as are reasonable in all
the circumstances to ensure that the needs of an animal for which he is responsible are

by providing an appropriate environment including shelter and a comfortable resting

met to the extent required by good practice.

area

For the purpose of this act, an animal’s needs should be taken to include:

3. Freedom from Pain, Injury or Disease
by prevention or rapid diagnosis and treatment
4. Freedom to Express Normal Behaviour
by providing sufficient space, proper facilities and company of the animal’s own
kind.
5. Freedom from Fear and Distress
by ensuring conditions and treatment which avoid mental suffering.

- its need for a suitable environment
- its needs for a suitable diet
- its need to be able to exhibit normal behaviour patterns
- any need it has to be housed with, or apart from, other animals and
- its need to be protected from pain, suffering, injury and disease
( The co-owners of a Labrador called Rusty, were prosecuted for cruelty by the RSPCA
under this law in 2007 for causing ‘unnecessary suffering caused by obesity.’ Rusty
who weighed 74.2 kg was almost unable to walk. He was removed from his owners for

From 2009 the EU has banned animal testing for cosmetics, forcing companies to use

several months and put on a strict diet under the care of the RSPCA)

alternative methods. For tests where there is no alternative, a grace period has been
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granted until 2013. The following is a brief list and outline of animal welfare laws in

ONTARIO PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT 2008

different countries:

Standards of care for animals
Every person who owns or has custody or care of animal shall comply with the pre-

ANIMAL PROTECTION ACT OF CROATIA 2007

scribed standards of care with respect to every animal that the person owns or has

The purpose to protect the life, health and welfare of animals. The banning of experi-

custody or care of.

ments for cosmetic testing and a ban on conducting animal experiments in schools.
NORWEGIAN ANIMAL WELFARE ACT 2009
ISREAL

The intention of this Act is to promote good animal welfare and respect for animals.

In 2007, a bill banning animal testing for cosmetics and cleaning products was ap-

General requirement regarding the treatment of animals:

proved by the Knesset.

Animals have an intrinsic value which is irrespective of the useable value they may
have for man. Animals shall be treated well and be protected from danger of unneces-

TASMANIAN ANIMAL WELFARE ACT 1993

sary stress and strains.

Duty of Care to Animals
A person who has the care or charge of an animal has a duty to take all reasonable

DRAFT ANIMAL PROTECTION LAW OF THE PEOPLES’ REPUBLIC OF CHINA

measures to ensure the welfare of the animal

2009
The State encourages units, individuals and organizations to take measures to guar-

GERMAN ANIMAL WELFARE ACT 1998

antee the basic physical and psychological needs of animals and work gradually to

Any person keeping, caring for or required to care for an animal:

improve their welfare.

1. must provide the animal with food, care and housing appropriate to its species, its
requirements and behaviour;
2. may not restrict the animal’s possibility of species-specific of movement to such an
extent as to cause the animal pain or avoidable suffering or harm;

(Taken from Mike Radford’s lecture at last year's International Companion Animal Welfare Conference held in Budapest. Mike Radford OBE is a reader in Animal Welfare
Law at the University of Aberdeen in Scotland)

3. must possess the knowledge and skills necessary for providing the animal with adequate food, care and housing in accordance with its behavioural requirements.

" If enough of us make a difference, then we can change the world...
and slowly, gradually, but demonstrably, we are. "

EU DIRECTIVE ON THE PROTECTION OF ANIMALS KEPT FOR FARMING PURPOSES 1998
Member States shall make provision to ensure that the owners or keepers take all
reasonable steps to ensure the welfare of animals under their care.



変わりゆく世界

ー 動物愛護の実践に向けて ー

動

物保護法は現在世界中の87％の国にあり、
その中の70％が
動物遺棄を禁じ、
50％は犬の販売と繁殖を制限しています。
保
護とともに
「管理責任」
が強調され、
動物の所有者／飼養者に法的義
務を負わせています。
2008年に導入されたスイスの新法では、
さらに
進んで、
犬を飼育する者は事前に訓練を受けて飼い主の資格を取得
し、
釣り師は魚に対する憐れみについて講習を受けることが義務付け
られています。
かつては動物虐待に関して恐ろしい記録を持っていた
中国も、
現在では、
動物保護法の草案作成までに至っています。
諸国の動物保護法、
特にEU法の基本となる動物福祉５原則
「５つの
自由」
とは、

クロアチアの動物保護法2007
動物の生命、
健康、
福祉を守ることを目的とする。
化粧品テストのため
の動物実験禁止、
および、
学校での動物実験実施を禁ずる。
イスラエル
2007年、
化粧品、
および、
洗剤に関する安全テストための動物実験禁
止法案が国会で承認される。
（オーストラリア）
タスマニア州動物福祉法1993
動物の管理責任
動物の飼養者／管理者は動物の福祉を保証するために必要な合理
的手段を講ずる責任を負う。

（オーストラリア）
クイーンズランド州動物管理保護法2001
飼養責任不履行の禁止
(1) 動物の飼主は飼養義務を負う。
(2) 飼主は飼養義務に違反してはならない。
英国動物福祉法2006
飼養責任者が負う動物福祉保証の義務
いかなる状況においても、
飼養責任者が動物のニーズに合う適正な
飼育法を保証するために必要な合理的手段を怠れば、
法律違反とさ
れる。
この法律の趣旨に関する考慮すべき動物のニーズとは、
- 望ましい環境を整える必要
- 適切な食餌を与える必要
- 正常な行動パターンを示せるための配慮
- 同居／非同居動物との交流に関すること
- 痛み、
苦しみ、
怪我、
病気を防ぐ必要
などを含む。
（2007年、
この法律に基づき、
RSPCAは、
ラスティというラブラドー
ルに
「肥満による不必要な苦しみ」
を引き起こしたとして、
犬の共同
所有者を動物虐待容疑で告発しました。
体重74,2kgで、
ほとんど歩
けない状態のラスティは数か月間飼い主から隔離され、
RSPCAの
管理下で厳しい食餌療法を受けました。
）
（カナダ）
オンタリオ州動物虐待防止法2008
動物管理基準
各動物所有者／管理者／飼養責任者は、
監督下の動物すべてに規
定されたケア基準遵守の義務を負う。
ノルウエー動物福祉法2009
この法律の目的は、
動物福祉向上と動物尊重精神の推進である。
動物の扱いに関する総体的要件は、
「動物は、
人間に対する有用価値とは無関係に、
本来の価値を持つ
ものである。
人間は愛情をもって動物を扱い、
無用のストレス、
緊張の
危険から保護すべきである。
」
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各国における動物福祉法の一覧と概要

ニュージーランド動物法1999
動物の身体、
健康、
行動上のニーズに関する義務：
動物の所有者／飼養にあたるすべての者は、
動物の身体、
健康、
行動
上のニーズを
(a) 適正な飼育法と (b) 科学的知識に従って
確実に満たすこと。
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１．
飢え、
渇き、
栄養不足がないこと：十分な健康と活力を保つために
常に新鮮な水と食餌を保証する。
２．
不快感がないこと：安全で快適な休息場所を伴う適切な環境の
確保。
３．
痛み、
怪我、
病気がないこと：予防、
迅速な診断、
治療の実施。
４．
正常な行動を自由にとれること：十分なスペース、
適切な設備、
仲
間との交流を図る。
５．
不安とストレスがないこと：精神的苦痛を回避できる状況と待遇
を提供する。
  
2009年からEUは化粧品テストのための動物実験を禁止し、
製薬会
社に代替方法をとることを義務付けています。
代替方法のない実験に
ついては、
猶予期間が2013年まで認められています。

エリザベス・オリバー

中華人民共和国の動物保護法草案2009
中国は、
集団／個人／組織が動物の基本的な身体／心理的ニーズを
保証するために必要な手段をとり、
動物福祉向上を段階的に進める
ことを奨励する。

ドイツ動物福祉法1998
動物の飼養者、
管理責任者／代理人は、
１．
その種、
その必要条件と行動にふさわしい食餌、
ケア、
住まいを提
供すること
２．
種固有の行動をとる可能性を制限して、
動物に痛み、
無用の苦し
み、
害を与えてはならない
３．
動物の行動要件にかなう適切な食べ物、
ケア、
住まいを与えるため
に必要な知識とスキルを持つこと

最後に、
動物福祉法の第一人者であるアバディーン大学
（スコットラン
ド）
のマイク・ラドフォード氏が先頃ブダペストで開催された国際コン
パニオンアニマル福祉会議の講演において述べた言葉をここに紹介
したいと思います。

農業動物の保護に関するEUディレクティブ1998
加盟国に、
家畜所有者／飼養者が管理下にある動物の福祉を保証す
るために必要な合理的手段をとるよう法整備を求める。

「多くの者がそれぞれ行動を起こすならば、
必ず世界は変わるでしょ
う。
ゆっくりと、
一歩ずつ、
けれども着実に、
私たちはその方向に進ん
でいるのです。
」



チーク

Happy Homes

“チーク”という名前から、
前回のニュースレター
（76号）
「バジャーからの手紙」

に出ていた犬を思い出す方もあるでしょう。
チークは2匹のトイプードル、
実の母

と息子から生まれた犬。
近親交配により生まれた2匹の子犬の中、
チークは前足

が1本無かったので、
飼い主は彼を保健所で始末をつけようとしたのを、
あわれ

んだ妻がアークに持って来たのでした。

Cheek

Cheek as you may recall from Badger’s last letter (Newsletter 76) was born
to a family that had two toy-poodles, mother and son. As a result of these
mating, two puppies were born and because Cheek was missing a front

leg, the owner wanted to take him to be killed at the hokensho. Fortunately
the wife brought him to

クリスマスの頃に、
富山から飼い犬のプードル2匹とともにアークを

ARK. Sherri Scanlan from

訪れたシェリー・スキ

Toyama came to ARK

ャンランさんがチーク

over Christmas with her

をしばらく預かりたい

two poodles and said she

と申し出ました。
そし

would like to foster Cheek.

て、
一度家に連れ帰っ

Of course once home

A VOICE FOR ANIMALS

たらもう、
手放せるは

there was no way she

ずもありません。
チー

could part with him and he

クは、今や、やんちゃ

is now a special, although

な、
でも大切なスキャ

naughty member of her

ンラン家の一員です。

household.

タックとチビカ

Tack and Chibika

舎の奥にうずくまり、
見知らぬ人には吠えたてます。
野良犬を母とし、
大阪の淀川

his kennel and barking at people he didn’t know, not surprising as he had

タックはずっと里親さんに譲渡するのが難しい犬と思われていました。
いつも犬

河川敷で保護された生い立ちを考えると無理もなく、
大きくて黒い外見も、
有利

な条件とは言えませんでした。
里親さんとの出会いを待ちながら、
8年。

一方のチビカは兵庫県西脇市から
「大規模レスキュー」
でアークにやってきまし

た。
17頭もの犬を飼っていた男性は、
最初の犬に不妊手術を怠ったため、
犬が増
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え過ぎてお手上げ状態。

この２頭にとって幸運だった

のは、
いつもアークに来てくれ

Tack was always going to a difficult dog to rehome, cowering at the back of
been born to a feral mother and rescued from the bank of the Yodogawa river in Osaka. Being big and black didn’t help his chances either. He had been

waiting for a home for eight years. Chibika, Tack’s kennel mate came to ARK
on a large scale rescue from Nishiwaki city; a group of 17 dogs kept by a

single man who hadn’t neutered his original dog and was thus overwhelmed

when the numbers increased. Fortunately for both these dogs a regular volunteer to ARK was will-

ているボランティアさんが2頭

ing to adopt them.

を引き取りたいと言って下さ

What a difference a

ったこと。

home makes! Tack who

犬って
「家庭」
に入るとこんな

was so frightened of

にも違うものでしょうか！

strangers has relaxed

あれほど人をこわがってい

in every way as he has

たタックが、
今や、
チビカとも

settled with Chibika into

ども新しい快適な家庭に落ち

their comfortable new

着き、
すっかりリラックスして

home.

いるのです。

New arrivals at ARK
ARKにきました。よろしくね！



サンシャイン

Sunshine

た。
つながれたまま飼い主に置き去りにされた犬が水も餌も絶たれている…と

cued after ARK received a phone call that her owner had disappeared leav-

サンシャインは
（京都府）
福知山市内の荒れ果てた家の裏手で飼われていまし

の通報を受け、
アークは犬を救出して連れ帰りまし

Sunshine was kept tied behind a dilapidated house in Fukuchiyama. Resing poor Sunshine tied without any means to get food and water,

た。
サンシャインは人間には心を許しても、
犬仲間と

she came to us. While Sunshine loved people she couldn’t get

はうまくやっていけませんでした。

along with other dogs.

この度、
彼女に幸運が訪れ、
横須賀の米海軍基地

Now Sunshine has really got lucky and has been adopted by

で働く若い夫婦に引き取られることになりました。
将

a young couple working at the American Naval Base at Yokot-

来は、
米国市民になるはずです。
新しい飼い主のリン

suka. So in the future she will become an American citizen.

ゼイ・ヒルさんによると
「サンシャインは最高の犬。
新

Her new owner, Lindsey Hill says, “Sunshine is absolutely fantas-

しい名前は“スキ”、
でも、
“シャドウ”と呼ぶことの方が

tic. We renamed her Suki, although I end up calling her Shadow

多いかな…私たちの後をどこでもついて来るから。
お

most of the time. She follows us everywhere and has developed

腹をなぜてもらうのが大好きで、
ベッドにもぐり込む

a love for belly rubs and sneaking onto the bed. She has fitted

こともおぼえた彼女は我が家にぴったりおさまって、

into our family seamlessly and is just truly perfect.”

今や、
欠かせない家族の一員です」
とのこと。  

アークの皆様、
明けましておめでとうございます。

昨夏、
ビビを養子にもらうにあたっては、
大変お世話になりありがとうございま

した。
早いもので、
ビビは今ではカリフォルニア州グラニットベイに住む私たち一
家のかけがえのない一員です。
彼女の近況をご報告させていただきます。

ビビは用心深く我が家での暮らしを始めました。
エイミー、
ナビン、
私は信用し

てくれましたが、
夫のリチャードとニキル
（長男）
には吠えたり、
クンクン鳴いて避

けようとしました。
でも、
５か月後、
リチャードは、
仕事から帰ると必ずビビが気づ

いて真っ先に玄関出迎えてくれるのを喜ぶよう

Bibi story

Dear ARK family! Happy New Year! I have been meaning to write to you
all and thank you for all the care, work and kindness you extended to us in

adopting Bibi last summer. Time has flown and Bibi is now a very special
and adored member of our family here in Granite Bay, California.

Bibi began her life here at our home with great caution. She trusted Eimi,

Navin and myself, but barked and wimpered around Richard (husband) and

Nikhil (oldest son). Five months later, Richard enjoys Bibi’s undivided attention when he gets back from work and

になりました。
ニキルのことは今でも少し苦手

she’s always the first one to meet him at

ですが、
もう吠えたてることはありません。
彼女

the door! She continues to be a little shy

が女性の方を好むのは間違いありません。
おそ

more! She definitely has a preference for

でしょう。

women. Maybe it has a lot to do with the

彼女はこのあたりではまったく珍しい犬種な

source of affection she experienced at the

ので
「何という犬種ですか？」
といつも皆にきか

start of her life?

れます。
種類を特定できないまま、
なんてかわい

She is quite the exotic breed of dog here

い犬なの…と口々にほめそやされます――実

with people asking us “what kind of dog is

際その通りですけど。
家で飼っているベンガル

she” all the time! They just can’t place her

猫２匹とはとてもうまくいっています。
オスのマ

and they can’t stop commenting on how

サラの方はビビの遊び友達で、
２匹でゴロゴロ

と床を転げまわった挙句、
最後はビビがキャンキャン鳴いて退散するのがおきま

りです。
私たちが猫を抱いてかわいがってみせると、
ビビはすごくやきもちを焼き
ます。
私も抱っこして…とせがみます。
自分が猫だと思い始めているのかもしれま
せん。

我が家に来たてのころ、
ビビは何とかして逃げ出そうとしたものです。
お客様の

ためにドアを開けようものなら、
脱兎のごとく飛び出す始末。
足が速いのなんのっ

て…日本の獣医さんが言っていたように、
たいしたアスリートです。

ビビはガレージで眠りますが、
裏庭に出られるようにドアをつけました。
夜セー

cute she is! She really is. She has gotten

along fabulously with our two Bengal cats. One of them, Masala (male), is

her playmate and they tumble and roll around on the floor until Bibi yelps

and backs off! Bibi is also very jealous when we pick up the cats for a

cuddle. She insists on getting her equal share of attention! I think she is

starting to think she is also a cat!

When she first arrived, she would take every opportunity to run out and

escape. If the door was opened for a guest, out she would dash! She is
VERY fast! The vet in Japan did say she was athletic....and boy, was she

ターを着せてやると、
馬鹿にしないで…といやがります。
たしかに、
あまり見栄え

right!

と、
やったー…と大喜びして、
自分の尻尾を追いかけてクルクル舞いします。

yard. She has been humiliated with a doggy sweater we put on her at

はよくないけれど、
夜は結構冷えることがありますから。
セーターを脱がしてやる
ゴムぞうり、
サンダル、
上靴の類は、
少なくとも５足はかみつぶしてしまいまし

た。
それに…キャッチボールが大好きなんです。

ビビはとても社交的だし、
子どもの友達もみんな彼女のことが好きで、
よく世

話をしてくれます。
彼女の里親になれて本当にうれしく思います。
アークの皆さま

のご尽力とご親切に対してあらためてお礼を申し上げます。
さようなら。

リチャード＆マヤ・タゴール‐アーウィン、
ニキル、
エイミー、
ナビンより。

SPRING 2010

of Nikhil, but she doesn’t bark at him any

らく、
幼時に経験した愛情とかかわりがあるの
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ビビの近況

She sleeps in our garage which has a doggy-door out to the back

night. She looks ridiculous, but temperatures have gone down quite low on
some evenings. She jumps for joy and twirls around chasing her tail when

ever we take the sweater off! Other than that, she has chewed down at least
five pairs of flip-flops, sandals, and slippers....and she loves to play catch!

Bibi is very social and the kids’ friends all love her and shower her with

attention. We are thoroughly happy to have gone through the process of
adopting her and thank you all again for your help in getting it done.

Cheers, Richard and Maya Tagore-Erwin, Nikhil, Eimi and Navin
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The Dogs Trust International Training Programme

T

he Dogs Trust International Training Programme was held in the Dogs

Trust Harefield Centre, Uxbridge in London, in November, 2009. I was

one of 15 participants from 10 countries: Austria, Bulgaria, Bahrain, Cyprus,

Georgia, Holland, Kosovo, Lebanon, Portugal, and Japan. Among the fifteen, there were vets, government workers, and also staff members of ani-

while, the number of cats and dogs you can rescue may be smaller in the
short term. But this “break” will repay you by enabling you to rescue more
and more animals in the future with your better-run organization.'

Apart from the lecture contents, I was able to gain a lot through discus-

mal protection organizations just like me. The programme provided 15 lec-

sion and conversation with participants from other countries. We discussed

reflecting the needs of each participant: e.g. animal shelter management,

fast, dinner, and in the car going back to the hotel. It was very interesting

tures, 1-2 hours each, during four days. There was a rich variety of subjects,

education, fund raising, volunteer management, animal care and so on. The

lectures were all given by experienced professionals; Dogs Trust personnel
mostly, but some from other organizations.

There were so many interesting contents , impossible to sum up all in this

short report, but I would especially like to introduce one point brought up by

A VOICE FOR ANIMALS

Simon Underwood, a Dogs Trust Field Director.

“Stop doing something if you feel you are too busy. There may be some-

thing wrong with your organization structure if you are always kept too busy.

If you are occupied by doing something routine all the time, your organiza-

tion cannot change. You always need time to prepare for making an innova-

a lot, exchanged information during the course: at coffee breaks, at breakto know that every country has animal welfare problems, and we actually

share many problems in common: people give up animals because of divorce, bankruptcy, elderly owners, allergies..... the government having no
commitment to animal protection....

peoples’ ignorance, cruelty, lack of

education.... similar problems everywhere. In some counties, Lebanon, for

example, the social background is even worse than that of Japan because
of confusion due to religious and ethnic conflicts. The director of a Beirut
animal shelter told me with a big sigh of her experience when she had to flee
with many shelter dogs under unceasing gunfire.

Because in Japan we live on remote isles in the Far East, I feel we need

tion (regardless major or minor), which could make your organization run

to “go out” once in a while. There’s no point in hiding in a small corner of a

is too long, an hour or two in a day is fine. Just stop. And think “Why am I so

take a more active part in multinational dialogue.

better if it works. Stop doing something for one day. Or if you think one day

busy?”. Think how you can change your way so that you can have enough
time to make a new plan, a trial, a reform, an innovation. By stopping for a

locality such as Japan. We should step outside our isolation, and should

Finally, let me express my deep gratitude to all the lecturers and organ-

izers who provided the great programme. Thank you very much.

ドッグズ・トラストの国際トレーニングプログラムに参加して

ロ

ンドンのアクスブリッジ近郊、
ドッグズ・トラストのヘアフィールド・センタ
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ーにおいて、
2009年11月16日から19日まで、
国際トレーニングプログラ

ムが開催され、
１０カ国から１５名が参加しました。
参加者の出身国は、
オースト

岸田

栄

います。
より洗練され、
効率的に運営される団体の活動という形をとって。
」
今回参加にあたって、
私の関心はボランティアさんの募集・育成方法、
運営資

リア、
ブルガリア、
バーレーン、
キプロス、
グルジア、
オランダ、
コソボ
（セルビアの自

金を募るノウハウなどの話題に向いていました。
しかしながら、
セーラ・フィッシャ

や動物行政関係者も含まれていました。
４日間のプログラムの中で１５のレクチ

国してからも頭から離れません。

治区）
、
レバノン、
ポルトガル、
日本。
参加者は、
動物愛護団体の職員の他、
獣医師

ャーがありました。
内容は多岐にわたり、
シェルター運営全体に関わることから、

ー氏の
「ティリントン・タッチ
（Tタッチ）
」
の講義はあまりにも印象が強すぎて、
帰

Tタッチとは、
こわばった動物の身体を、
指などで繊細に触れて少しずつ解き

動物福祉教育、
活動資金集めのノウハウ、
ボランティアの募り方、
動物のケアに

ほぐす、
素朴で奥の深い方法です。
体と同時に、
心も、
少しずつ暖めてほぐします。

加者の多様なニーズを考慮したものでした。
講師の多くはドッグズトラストの現

学ぶにあたって、
1円のお金もかかりません。
高価な機材も必用なし。
使うのは、

関する最新の知見など。
これらはすべて事前の参加者アンケートに基づいて、
参
役職員さん。
その他、
外部から招かれてきた専門家の方もおられました。

参考になる講義ばかりで、
何を書くべきか迷うところですが、
ここでは、
ドッグズ

・トラストのディレクターのひとり、
サイモン・アンダーウッド氏の
「シェルター・マ
ネジメント」
の講義の中から、
特に印象に残った点に絞ってご紹介します。

犬にもネコにも、
それ以外の動物にも応用できると言われています。
この方法を
私たちの手、
それに心です。
心に傷を負った動物のセラピーに関心をお持ちの方

は、
ぜひウェブ上にある下記のサイトをご覧ください。

“TTOUCH & TTEAM UK” http://www.ttouchtteam.com/
講義からは離れますが、
一緒に参加した各国の仲間たちとの対話の中で学ぶ

「忙しすぎる時は、
あえて仕事の手を休めてみましょう。
四六時中、
忙しくて他

ことが多々ありました。
講義の合間の休憩時間、
昼食のとき、
または夕食を共に

ではないでしょうか。
毎日毎日、
すべての職員が決まったルーチンだけに追われ

題をかかえており、
問題がない国はひとつもありませんでした。
離婚や破産、
高齢

に何もできない状態が続く場合には、
組織の運営方法に構造的な問題があるの

しながら、
私たちは時間のある限り話をしました。
どの国も動物福祉に関する問

るとしたら、
その組織は良い方に変わっていくチャンスが少しもありません。
今よ

やアレルギー等を理由に、
飼っていた動物を手放す人々。
動物福祉に関心を払

積み重ねて行くことが不可欠です
（それが小さなことであっても、
大きなことであ

教育… 深刻な宗教・民族対立をかかえるレバノンの首都ベイルートで動物保

りも仕事がもっとうまく進むようにするためには、
新しい企画やチャレンジを日々
っても）
。
そのためには、
それを準備する時間が必要です。
「忙しすぎてできない」

と言うばかりでは何事も前に進みません。
いつまでたっても、
ダメな組織はダメ

なままです。
ですから、
一日でもかまいません。
あえて、
仕事の手を休めてみましょ

わない政府。
人々の間にはびこる、
動物に関する無知。
虐待。
不十分な動物福祉
護施設を営むある参加者は、
砲火の中、
たくさんの犬とともに命懸けで避難した
体験を淡々と話してくれました。
戦火を避けて慌ただしく国外に去って行く外国

人たち… その住居にとり残された、
数多くの犬や猫… 話される風景のひと

う。
「一日休むなんてとても…」
と思われる方は、
一日のうち１時間でも２時間で

つひとつが目に浮かんで胸が痛みました。

いう疑問に正面から向き合って下さい。
どうすれば新しい企画やチャレンジに時

意識的に
「外」
に出、
もっと世界の最新の知見に触れる必要があります。
世界の

い。
あなたが小休止することで、
目の前で救える犬猫の数が短期的には少し減る

な対話のテーブルに積極的に参加し、
視野を広げ、
もっと鋭い視点でクールに日

も結構です。
そして、
その空白の時間に、
「なぜ、
こんなにも忙しいのだろうか？」
と
間をさけるのでしょうか。
ルーチンから離れた静けさの中で、
じっくり考えて下さ

かもしれません。
けれど、
その創造的な小休止が未来により多くの動物の命を救

10

Sakae Kishida

日本という、
情報の少ない島国で暮らす私は、
今回のように、
機会をとらえて

隅の日本村で、
村の現状を嘆いてばかりでは何も始まりません。
外の世界の活発
本の現状を考察できるようになりたい！ そのように強く感じた４日間でした。

東京ニュース

Tokyo News

原田京子さんのARK写真展『Thank You』は大盛況でした！

O

ver six days, from February 9-14, an ARK Photo Exhibition was held in Omotesando to celebrate ARK's 20th anniversary. Thank you to all who made this

exhibition a great success! The staff would like to thank the many people who braved
the rain and sleet to come and see the exhibit.

Gallery 80, which kindly held the exhibit, has floor to ceiling front windows which

face the road. Thanks to this, many passersby came in to see the pictures. There were
We were not only able to introduce ARK to many people who did not know about

us (our main goal), but we were also able to collect more donations than we had
thought possible. We were both surprised and happy.

We hope that this exhibition has contributed to increasing the number of people who
are concerned about animal welfare.

2月

9日〜14日の6日に渡って行われたARK20周
年記念写真展は、
おかげさまで大盛況のうちに
終わりました。
雨やみぞれのそぼ降る寒い中、
大変沢山の
方にお越しいただき、
スタッフ一同感激しております。

Thank you to everyone who came to exhibition! We would also like to send out a

very big "thank you!" to photographer Kyoko Harada, designer Miyasaka-san, copy-
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about 300-400 visitors per day, and on the last day close to 1000 visitors came!

A VOICE FOR ANIMALS

Kyoko Harada's ARK Animal Photo Exhibition a Success!

writer Nakamura-san, and the many people who volunteered their time for the event.
Thank you so much!

通りに面したガラス張りのギャラリーということで、
通り
がかった方も沢山立ち寄ってくださり、
一日あたり300〜
400名、
最終日は1000名近くの方にご覧いただくことが
できました。
これまでARKをご存知無かった方に知ってい
ただく、
という一番の目標が達成されただけでなく、
想像
以上の方が募金にご協力くださったことも嬉しい驚きでし
た。
これをきっかけとして、
動物福祉に関心を持ってくださ
る方が増えることを願って止みません。
お立ち寄りくださっ
た皆様、
本当にありがとうございました。
そして何といっても今回の写真展を成功に導いてくださ
った写真家の原田京子さん、
デザイナーの宮坂祥彦さん、
コピーライターの中村義英さんをはじめ、
沢山のボランテ
ィアの方々に、心をこめて『Thank You』を言わせてくだ
さい。
本当にありがとうございました！！ そしてこれからも、
どうぞよろしくお願いいたします。
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大阪イベント

Osaka Events

2010年アーク・イベントカレンダー
４月11日
（日）

ARK Events Calendar 2010

アーク同窓会in Sasayama 2010

Sunday , 11th April

（雨天の場合は４月１８日に順延）

ARK Reunion Party in Sasayama 2010
（will be postponed to 18th April in case of rain)

A VOICE FOR ANIMALS

５月23日
（日）

春の里親会 「フィールドノート」
にて
（奈良市）

Sunday, 23rd May

Adoption Event at FIELD NOTE, Nara

６月上旬

チャリティ・パブナイト（神戸KRACにて）

June（Date TBD）

ARK Charity Pub Night (KRAC Club, Kobe）

夏ごろ
（日時未定）

アーク２０周年記念パーティー
（東京方面にて）

Summer（Date TBD）

ARK 20th Anniversary Party (Tokyo)

10月31日
（日）

ハロウィーンパーティー
（篠山サンクチュアリにて）

Sunday 31st October

Halloween BBQ (ARK sanctuary in Sasayama, Hyogo）

12月12日
（日）

２０周年記念クリスマスパーティー
（会場未定）

Sunday12th, December ARK 20th Anniversary Final Party (venue TBD）
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この他、
奇数月
（３・５・７・９・１１月）
に西宮市の
「Ken Ken Club」
で、
偶
数月
（４・６・８・１０・１２月）
に神戸市
の
「GREEN DOG」
にて、
定例の里親
会を開催予定。
日時など詳細が決ま
り次第ホームページなどで順次告知
します。
また、
他にも大小様々ののイベ
ントを開催いたしますので、
皆様ふる
ってご参加ください！

Osaka ARK regular adoption events will be

また年内に、
「原田京子さんのARK写
真展」
を全国各地で開催したいと考え
ております。
ギャラリーなどの会場を
提供して下さる方、
またはおすすめの
会場など情報をお持ちの方は、
ぜひと
もアークまでご一報下さい。

appreciated to hold more exhibitions.

今年も１年、
アークをよろしくお願いいたします。

held at Ken Ken Club in Nishinomiya (in

March, May, July, September, November)

and at Green Dog in Kobe (in April, June, August, October and December).

Also we are going to hold Kyoko Harada's

ARK Animal Photo Exhibition at several cities

in Japan, but still looking for a suitable venue.
If you have a good gallery space in mind,
please let us know. Any sort of help will be

Please check the ARK website frequently,

and you will find more events. We look forward to meeting you at one of the events.
Thank you very much for your continuing
support.

(Notice: The event shedule could be changed due to circumstances)

（イベント日程等は、
諸事情により変更になる場合もあります）

TBD = to be decided

Jiji Rescue

レスキュー・レポート

ジィジ

は埼玉県内の道路で、
車にひかれて放置されているとこ

ろをひとりの女性に助けられました。
後足が完全に麻痺

し、
もう助からないと思われましたが、
彼女の献身的な看病で、
ジジは瀕死の重
体から抜け出すことができたのです。

現在ジジは大阪アークで、
スタッフに見守られながら段々と元気になってい

ます。
日増しに表情が豊かになり、
前足だけで元気に動き回れるようになりまし
た！ 私たちスタッフは、
最初にジィジを助けて下さった女性の勇気と優しさに
心から感謝しています。

JIJI

was found seriously injured after being hit by a car on a road in
Saitama, near Tokyo. His back legs were paralyzed as a result.

The family that rescued him gave him the best of veterinary treatment but

were unable to keep him. He came to our Osaka shelter where with love
and care, he has grown into a happy affectionate dog.
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Badger passed over Rainbow Bridge in autumn 2008 but he
continues to send his letter to ARK.

T

here is a well-known story about a corpse lying in a river

which is running between two prefectures in Japan. The

police of prefecture A see the corpse floating towards their bank
but instead of lifting it out, they push it with a bamboo pole out

into mid-stream where it floats towards the bank of prefecture
B. Prefecture B police discover the corpse near their bank but
again instead of lifting it out, they use a pole to push it out once

more into mid-stream where it floats again towards Prefecture
A. This action is repeated again and again. However this story
illustrates clearly the attitude of bureaucracy in this country and
the reluctance of authorities or the police to take action which
2008年の秋に
「虹の橋」
を渡ったバジャー。

will give themselves extra work.

Remember that terrible air disaster when at the peak of the

県

境を流れる川に浮いている死体はどうなるか——っていう有
名な小話があるよね。
A県の警察がA県の方に流れてくる死体
を見ると、
それを引き揚げずに竹ざおで川の中ほどに押しやってB県
側につき戻そうとする。
川岸近くで死体を発見したB県の警察は、
やは
り、
死体を引き揚げずに竹ざおで川の中ほどに押しやりA県側にやろ
うとする。
同じことが何度もくりかえされる。
それがこの国のお役人の
やり方だし、
役所や警察が余計な仕事を避けようとする
「事なかれ主
義」
のあらわれなんだ。

そして、
神戸の地震——ああ、
思い出すのもいやだ——地震の次の
日、
犬を連れたスイスのレスキューチームが直ちに救助しようと飛ん
できたのに、
日本の法律により犬は2週間隔離しなければ入国できな
いとお役所に言われた。
上の例がさらにエスカレートすると、
信じがたいケースも起こる。
昨年
暮れに大きく報道された兵庫県尼崎市のブリーダー事件。
あれも、
行政の無関心、
やる気のなさからきたもの。
お役所はその男のことを
10年前から知っていたのに、
何もしようとしなかった。
「隣人とのトラ
ブルを避けるため騒音と悪臭に気をつけるように…」
と少し注意をし
ただけだ。
ブリーダー所有の犬は登録も狂犬病ワクチンもしていない。
どちらも法律で義務づけられているのに。
ブリーダーは犬の繁殖をく
りかえし、
最終的に318頭までふやした。
その上、
「不用ストック」
、
つま
り、
（繁殖に使えない）
血統犬を毎年50～60頭も保健所に殺処分を
依頼しながら、
何の問題も
「おとがめ」
もなく通ってきたのだ。
さらに、
犬を飼育する建物も、
建築キジュン法に違反していた。
もとも
と２階建てだったのが、
５階に増築されていたという。
市は、
2004年
に住民から通報を受けて、
違法な建物であると知っていたのに、
何の
対策もとらなかった。
これは
「氷山の一角」
にすぎない。
ブリーダー連中は法律を見くびり、
行政のカントクが厳しくない県を選んで営業したがるとか。
兵庫県も
そのひとつなんだね。

tains bordering three prefectures and the authorities in the three
prefectures wasted precious hours in wrangling about which
one would take responsibility for rescue. Due to the delay of a

day when the Japanese Government refused help from the US

Air Force, 520 passengers and crew died, although many had
been alive on impact, leaving only four survivors.

And the Kobe earthquake, well don’t get me started on that !

A Swiss team arrived a day after the quake with their dogs,
ready immediately to start search and rescue, only to be told by
the Japanese bureaucrats that the dogs had to go through two
weeks quarantine according to Japanese regulations !

Taking these examples a stage further, the following case is not

surprising. It is the case of a breeder in Amagasaki city, Hyogo

Prefecture, brought to light at the end of last year, which shows
the same inertia and apathy of the authorities. The authorities

had information about the breeder ten years ago but did nothing
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1985年の夏休み最中、
お盆シーズンに、
ジャンボ機が３県にまたがる
山に落ちる悲さんな事故があったね。
どの県がレスキューの責任をと
るか――３県の当局が争って貴重な時間をムダにした。
アメリカ空軍
からの申し出も日本政府がことわり、
救助がおくれたから、
衝突した時
にはまだ生きていた人も、
助かったのは結局４人だけで、
乗客と乗員
あわせて520人もの命が失われた。

summer holiday in 1985 a jumbo jet came down in the moun-

A VOICE FOR ANIMALS

その後も天国からアークへ手紙を送り続けています。

except give him a mild caution to be careful on noise and smell
to avoid trouble with neighbours. Of course none of the dogs

were registered nor had a rabies vaccination, both of which
are required by law. The breeder continued apace increasing

dog numbers until he had 318 at the last count and was taking

his surplus stock, (those that could no longer reproduce) 5060 pedigree dogs a year, to the authorities for disposal. These
were accepted without any question or penalty.

In addition to this, the building where the dogs were housed

was illegal under building regulations. The building which had

originally had two floors was enlarged to five floors. Although a
neighbours reported this to the city in 2004 and the city knew
the building had expanded illegally, they took no action.

This is just the tip of the iceberg; breeders flaunt the rules as
they please and they often choose to operate their business in

prefectures where the authorities are known to be a ‘soft touch.’
It seems Hyogo Prefecture is one of them.
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「大規模レスキュー」 ――今後とも基金へのご支援をよろしくお願いします

ア

ーク
「大規模レスキュー基金」
に皆様がご寄付くださったおかげで、
昨年

末、
下記の通りに犬猫
（＋ヤギ、
アヒル）
救出の成果を上げました。
すべて

の犬猫に予防接種、
血液検査、
不妊手術を済ませた上、
さらに、
チェリーアイ、
乳
癌などの手術や、
疥癬の治療をしたものもあり、
基本的医療費以外に余分の治

療費がかかりました。
度重なるレスキューは、
常に私どもの資源と資金に重い負
担となっています。
皆様からのさらなるご支援を心からお願い申し上げます。

2009年1月1日から12月31日までに、
アークは犬255頭を救出し、
そのうち

199頭が里親家庭に引き取られ、
猫は172匹を保護し、
そのうち101匹が新し

い飼い主を見つけることができました。
活動の中から一部を紹介しますと、

A VOICE FOR ANIMALS

11月の引取実績
１日

5日 子犬のチョッパーとサンジー
（メスのミックス犬） 野良犬の子。
10月に
も同じ場所で子犬4匹を保護。

8日 プードルの子犬
（２か月オス） 飼育放棄。
近親交配の影響で結果前足
が１本無い。

15日 ミウ
（美卯）（2か月メスの子猫） 交通量のはげしい道で保護。
20日 コロ、
セブン、
メークアップ
（ミックス犬） コンテナに入っていた。
21日 野良の子猫3匹

28日 クマジロウ
（7歳オスのミックス犬）
＋猫10匹 飼い主死亡のため。
すべ
て疥癬に罹患。
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Large Scale Rescue

T

Together we have made a difference.

hanks to your generosity in donating to our Large Scale Rescue Fund,
we were able to rescue the following dogs and cats as well as goats

and ducks at the end of last year. All of these animals have been vaccinated,

blood tested and neutered and several had to have additional surgery for

cherry eye, mammary cancer and treatment for scabies, all these adding to
the basic costs of veterinary care. Although we do not always publish a list
all the animals that we rescue and the cost for their treatment, these large

scale rescues do put tremendous pressure on our resources and funds.
Your future support for this fund would be highly appreciated.

From January 1st to December 31st 2009, ARK took in 255 dogs of which

199 were adopted out and 172 cats, 101 of which found a new home.
In November:

1st 4 Yorkie mix dogs; POPSICLE 2 year old female, POPCORN one

In December:

2nd KONOHA 5 year old female Chihuahua taken in from the police
3rd BUSH 9 year old male Chihuahua whose owner had died
4th ARATA 10 year old male mix found as a stray

5th HACHIKO 4 year old female mix from Wakayama, owner had died
6th DINO 6 year old male mix stray from Minoo Police

8th JIJI 14 year old paraplegic male mix rescued after suffering a traffic
accident in Saitama

9th 30 Chihuahuas; 12 male, 13 female, 5 puppies from breeder

13th 3 goats NAUGHTY, TRICKS, ACROBAT

15th LIVE 4 year old female Schnauzer found as stray
19th 3 cats

21st PON 4 year old male Jack Russell terrier and CHOBITA 3 year old
male Corgi, given up, as owner had health problems

year old female, SHERBET 8 month old female, NOUGAT 2 year old

22nd MOHI 5 year old male Shih Tsu from police

and ended up with 60.

28th 4 puppies one and a half months old, dumped at ARK

female from hobby breeder in Tokushima who started with two dogs
5th 2 female mix puppies; CHOPPER and SANJI (4 stray puppies from
same place taken in in October)

8th CHEEK 2 month old male white poodle puppy without a front leg, the
result of inbreeding

15th MIYU-CHAN 2 month old female kitten, found on a busy road
20th KORO, SEBUN, MAKE UP mixed dogs kept in a container
21st 3 kittens born to stray cat

28th KUMAJIRO 7 year old male mix dog plus 10 cats, all suffering from
scabies, owner had died.
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ヨークシャーテリアミックス4匹 徳島のアマチュアブリーダーから。

26th 2 ducks rescued from owner who had neglected them
29th CASSIS 2 year old black poodle and CHICHA 3 year old female Chihuahua dumped at ARK

29th 17 Beagle mix puppies rescued; 4 six month olds, 8 four months, 5
two and a half months.

30th LAMBRUSCO 7 year old male mix rescued from Yodogawa, Osaka

Large Scale Rescue Fund:
P.O. Account No. 00970-2-267840

12月の引取実績

２日 コノハ
（５歳のメスチワワ） 警察から。

22日 モッヒー
（5歳オスのシーズ） 警察から。

４日 アラタ
（10歳オスのミックス犬） 野良犬として保護。

28日 子犬4匹
（1.5か月） アークの前に捨てられていた。

３日 ブッシュ
（９歳オスのチワワ） 飼い主死亡のため。

５日 ハチコ
（4歳メスのミックス犬） 和歌山から。
飼い主死亡のため。
６日 ディーノ
（6歳オスのミックス犬） 警察から。

８日 ジィジ
（14歳オス、
下半身麻痺のミックス犬） 千葉県内で交通事故に
より負傷。

９日 チワワ30匹
（オス12、
メス13、
子犬５） 破綻したブリーダーから。

26日 アヒル２羽 飼育放棄した飼い主から救出。

29日 カシス
（2歳の黒いプードル）
とチッチャ
（3歳メスのチワワ）
アークの前に捨てられていた。

29日 ビーグルミックスの子犬17匹

犬を増やしすぎた個人宅から

30日 ランブルスコ
（7歳オスのミックス） 大阪の淀川で救助。

13日 ヤギ3頭 ノーティ、
トリックス、
アクロバット

引き続き、
皆様のご支援を心からお願い申し上げます。

15日 リブ
（4歳メスのシュナウザー） 迷い犬として愛知県内で保護。
19日 猫3匹。

ー） 飼い主が病気のため。

日本の動物殺処分数は減少傾向に

「ANIMAL PEOPLE」 2010年1月・2月号より

Japanese shelter numbers fall

From ANIMAL PEOPLE, January/February 2010

動

W

目があります。

in December 2009 by Animal Refuge Kansai. 1999 data collected by

物を殺さない国に向かって最も速く進歩している国はどこでしょう

か？地球生物会議(ALIVE)による2007年の調査をもとにアニマルレ

フュージ関西が2009年12月に作成した統計表を見るかぎり、
日本にも勝ち
「ANIMAL PEOPLE」
誌 2002年11月号によると、
提供された1999年

の資料から、
日本の飼育犬の数は約1000万頭、
その中280,199頭が動物

管理センターで殺処分されたことがわかります。
飼い主のいない動物の殺処

が姿を消して40年になる今、
自治体シェルターに入る犬はすべてペットとし

て飼われていたと考えられます。

1999年以来、
日本の飼育犬の数は増え続け、
1300万頭に達しています。

つまり、
飼い犬保有率に関して、
日本は世界で最も著しい伸びを示す国の仲

間入りをしたわけですが、
管理施設での殺処分数は逆に減少し、
約3分の
2の100,963頭に低下しています。
日本では毎年全飼い犬の約１％が飼い主

により保健所に持ち込まれるか、
野良犬として捕獲されています。
一方、
米国

でシェルターに保護されるのは全飼い犬の６％、
英国では全飼い犬の1.5％
です。

現在日本にいる猫の数も1300万匹程度と推定されます。
地球生物会議

(ALIVE)の調査によると、
2007年度保健所に収容された猫の割合は全猫数

の約1.7％で、
一方、
米国は約4％です。
2007年に日本の管理施設で殺処分

された猫の数は209,494匹です。
ANIMAL PEOPLEには、
それ以前の猫数
に関するデータはありません。

全体として、
日本人の犬／猫保有率は、
5人に対して約1匹で、
英国とほぼ

同じです。
一方、
米国の場合、
2人に対して犬／猫1匹です。
日本の自治体シェ

ルターでの殺処分率は、
1000人あたり2. 4匹で、
米国は13. 6匹です。

メリット・クリフトン
（ANIMAL PEOPLE 編集者）

Notice

Many people have asked us to enclose a postal remittance slip
with the newsletter, as they find it convenient to have it when
sending their membership/sponsorship fee or making a donation.
Others have contact ARK asking what this is for. Please use it for
this purpose or discard it when unnecessary. Thank you for your
understanding.
ARK OFFICE

nation? A good case could be made for Japan, according to

2007 data collected by All Life In a Viable Environment and published

Yoshiko Seno, published in the November 2002 edition of ANIMAL
PEOPLE, showed that Japan then had a dog population of about 10

million, of whom 280,199 were killed in animal control shelters. Japan

has no non-governmental shelters that kill homeless animals. As Japan
has had no visible street dogs in more than 40 years, all of the dogs
entering shelters were presumed to be former pets.

Since 1999 the Japanese dog population has increased to 13

million, one of the fastest acquisition rates of dogs as pets in the
world, but the number of dogs killed in shelters fell by nearly two-

thirds, to 100,963. About 1% of the dogs in Japan are surrendered to
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分は、
日本ではすべて公営の管理施設が行ないます。
日本の街路から野良犬

ho is making the fastest progress toward becoming a no-kill

A VOICE FOR ANIMALS

大規模レスキュー基金
郵便振替口座 00970－2－267840

21日 ポンタ
（4歳オスのジャックラッセルテリア）
とチョビタ
（3歳オスのコーギ

shelters or picked up as strays each year, compared to about 6% of the
dogs in the U.S., and 1.5% of the dogs in Britain.

The Japanese cat population is also currently believed to be about

13 million. All Life In a Viable Environment found that about 1.7% of

the Japanese cat population entered shelters in 2007, compared to

about 4% of the U.S. cat population. Japanese shelters killed 209,494
cats in 2007. ANIMAL PEOPLE has no earlier Japanese shelter data
pertaining to cats.

Overall, Japan has about one dog or cat per five humans-- about

the same as Britain. The U.S. has one pet dog or cat for every two

humans. The Japanese rate of shelter killing is 2.4 per 1,000 humans; the
U.S. rate is 13.6.

Merritt Clifton

Editor, ANIMAL PEOPLE

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、前回からニュースレターに振込用紙を同封す
るようにいたしております。
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、
この用紙でご寄付などを頂く場合には、通信欄にその用
途をご追記ください。
よろしくお願い致します。

アーク事務局
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ARK NOTICE BOARD

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 WEDNESDAYS

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
7日

篠山ワークキャンプ

２１日 大阪国際学園グローバルフェスティバル参加
２１日 動物愛護法改正に向けたシンポジウム
（高槻市）
２２日 神戸GreenDogにて里親会

00970-9-58799

ARK Animal Refuge Kansai
595 Noma Ohara, Nose-cho, Toyonogun, Osaka-fu 563-0131 JAPAN

大規模レスキュー Large Scale Rescue Fund

00970-2-267840

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

E-mail:
一般
グッズ販売用
Web site

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

東京アーク Tokyo ARK:

Tel/Fax: 050-1557-2763

email: TokyoARK@arkbark.net

※ 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。

送金方法のご案内
郵便局：00940-0-250984
P.O. Account: 00940-0-250984

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。

SPRING 2010

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

２７日 専門学校生アーク見学
２８日 読売新聞夕刊にアーク関連記事掲載

12月

9日 徳島からチワワの大規模レスキュー
２０日 日本聴導犬協会 アークを訪問
２９日 東大阪からビーグルの大規模レスキュー
3日 神戸GreenDogにて里親会

スポンサー制度 ARK Sponsors

２１日 千葉県のシェルター関係者がアークを見学

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。

２２日 高知県動物管理センターを視察
２３日 代表オリバー、
高知市で講演

ARKで必要とするもの

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

************************************

２６日 FM宝塚 取材

１月

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

Things we need

犬用 処方食 (c/d, i/d, phコントロール)、
ドラ

Things
Dog : c/d, i/d, ph control,
toys,

we need

イフード
（グロース／メンテナンス/シニア）、缶

dried senior/maintenance/growth dog food, premier

詰、
おもちゃ、
ハーネス
（両足を通すタイプ）、
プ

collars, shampoo, bitter apple spray

レミアカラー、
大型犬用のレインコート
（足を通

Cat : w/d, r/d, dried maintenance / senior, canned food,

さないタイプ）、
ベッド、
シャンプー、各種サプリ

toilet sand, scratching boards, toys, Katsuobushi

メント、
ビターアップルスプレー

Rabbit: rabbit food

猫用 処方食w/d, r/d 子猫用缶詰・パウチ＆

General: scrub brushes, yard brushes, dust pans,

Goats: hay, goat food

ドライフード、
成猫用缶詰＆ドライフード、
おもちゃ、
爪とぎ、
猫用ベッド

metal buckets, cottonwool, bleach, antiseptic soap for hands, elasticated vet

一 般： デッキブラシ 、柄 の 長 いほうき、柄 の 長 いチリトリ、ブリキのバケツ、ペットシ

wrap, large paper (food) bags (used OK), mineral water, pet sheets, tissue paper,

ーツ、ハイター 、動 物 用 包 帯（ ベトラップ ）、水 切り用ゴムベラ、空 のスプレー ボトル 、

toilet paper, blankets, 45l garbage bags, bedding plants for garden, CD-R discs,

布ガムテープ、
キッチンペーパー、
ミネラルウォーター、工具類、
プリンターインク
（Canon-iP4700／

printer ink for Canon iP4700 & Epson PM-G4500, notebooks, tools, raincoats,

EpsonPM-G4500用）、修正テープ
（事務用）、
レインコート
（人用）、長靴、粉末洗剤または粉石鹸、

rain boots, washing power/detergent, large clothes pegs, large plastic buckets

植物の苗、洗濯バサミ
（大）、蓋付き大型ゴミバケツ
（プラスチック製）、
ウサギ用フード
（チモシーな

with lids for food storage

ど）、干し草（ヤギ用）
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Tel: 072-737-0712
Fax: 072-737-1886

サンクチュアリファンド Sanctuary Fund

アークをご支援下さる皆様方へ

アーク２０周年記念パーティー
（ホテルラマダ大阪）

14／15日

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

00900-0-151103

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?

11月

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

