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" What is unconscionable, abominable and outrageous is that
animals, healthy and well-behaved, are being killed because
someone says there are too many. That is something we do
not accept. that is something we find intolerable. "
Richard Avanzino, President San Francisco SPCA 1997

「それは良心に反するし、
不愉快で、
心底怒りが湧いてくる。
数が多過ぎるという理由で、
健康で行儀良い動物たちが殺さ
れているのだ。
断じて受け入れられない。
我々には耐えがたい」
リチャード・アバンツィーノ

（サンフランシスコSPCA会長 1997年）



ブリーディング サーカス

良

いブリーダーとは何でしょうか？ 英国
「ケンネルクラブ」
の説明

られるのです。
アークはブリーダーが捨てた
「ゴミ」
を何件も扱ってきました。
哀れ
な犬たちは様々な問題を抱えていました。
歯には歯垢がたまり、
毛玉
だらけの体毛、
悪臭を放つ尿や皮膚病だけでなく、
乳癌、
膝蓋骨脱臼、
ヘルニアなどの病気も。
もちろん、
内臓疾患が時を経て発病するケー
スもあります。
私どもは知っています——ある犬種のブームが下火に
なれば、
彼らがアークにやって来る番だと。
ペットショップで販売される子犬の大半は
「パピーミル」
から来てい
ます。
また、
同胎犬中で
「最も劣弱なチビ」
であることも少なくありませ
ん。
生後1か月で店頭に出る子犬は、
幼くして母親から離されるため、
病気に対する免疫性を持たず、
また、
生後7か月半までの離乳期に母
親ときょうだい犬との生活から学ぶはずの社会性を身につけていませ
ん。
店に陳列された子犬は、
オモチャも遊び仲間も水もなく、
ガラスケ
ース内の熱気でぐったりしています。
しかし、
客はそんなことには気づ
かず、
目の前の
「カワイイ子犬」
にただ目を奪われているのです。
一般人に対する教育も大切ですが、
ブリーダーが守るべき法律、
規
則、
基準が必要です。
英国では、
犬の繁殖と販売について、
登録ブリー
ダーに対する規則が定められています
（動物福祉法1999）
。
＊ 生後12か月未満の雌犬を交配させてはならない
＊ 1匹の雌犬から6回を超えるお産をさせてはならない
＊ 生後8週間に満たない子犬を販売してはならない
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hat makes a good breeder? British Kennel Club guidelines
explain : " A good and responsible breeder is one who wants
to improve a certain breed, paying careful consideration to health,
temperament and soundness. Puppies should be reared in the best
possible environment and the breeder should accept responsibility
for them, giving advice, help and information to new owners. " In the
UK most breeders breed because they love dogs and want to breed
a better dog, few are interested in making money. But in August
2008 a BBC documentary , 'Pedigree Dogs Exposed,' revealed that
breeding in the UK had gone over the top with dogs now suffering from deformities and poor health due to years of inbreeding.
The findings shocked the British public forcing the Kennel Club to
bow to criticism and revise its standards for dozens of dog breeds.
In the two years following the programme, the Kennel Club has
amended the standards in 209 dog breeds, in particular 78 breeds
which showed major physical and health problems and has banned
incestuous breeding; sons with mothers and half siblings with each
other.
Until the mid-19th century, dogs were primarily bred for function;
hunting and guarding with a few lap dogs as pets. The terrier breeds,
of which there are many, got their name from the Latin ' terra,'
meaning 'earth.' They were bred to go down burrows in search of
rabbits and vermin. The German Daschund was bred for the same
purpose and even today Daschunds in Germany are measured by
their chest size, or how they can fit down a rabbit hole. Breeds that
are still used for function; hounds and working dogs are nearer to
their ancestors than other breeds. The change came with the first
dog shows held in the 1850s when the Victorians started keeping
dogs as status symbols. The Kennel Club, formed in 1873, took a
lead in organising these and so dogs became judged on their shape
and style rather than on their function. Many of the dogs seen in
shows today would be unable to chase a rabbit, even if one appeared in front of them.
In Japan, breeding has become rampant in recent years with the
pet boom fuelled by a changing society; fewer women getting married and seeking a pet as a companion and older people, fit and
healthy after retirement using their leisure time to walk a dog. There
are now more pets than there are children under the age of 16.
Japanese are prolific consumers, opting for brand goods, the latest
popular craze and everything packaged beautifully. They love the
options available, for example when buying a car; colour, style, accessories. The same applies when they choose a dog; breed, style,
colour, shape, cuteness are more important than whether that dog
will suit them and their life-style or indeed whether they should be
buying a dog at all.
So where do they find a dog? At a pet shop of course. Here they
have everything they delight in, a multiple choice of options with a
range of prices. But few of these, often first time pet buyers, stop to
consider where the cute puppy in the glass cage in front of them,
came from. For every tiny puppy sold for an astronomical sum to
a gullible customer in a pet shop, there are thousands that suffer
and die or are killed in backyard breeding factories, or puppy mills,
hidden from public eye in the countryside. These places have cage
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upon cage stacked on each other occupied by what are virtually
breeding machines. These breeding adults have no access to fresh
air, walks or affection but are forced to eat, sleep on top of a pile of
their own urine and faeces. They age prematurely, with rotting teeth,
and weak bones, the result of having to produce endless litters.
When they finally burn out, often at a young age, they are 'disposed
of', often to 'no questions asked' hokensho.
At ARK we have had many cases of breeders' 'garbage' to deal
with. These pathetic little creatures come with a baggage of problems; health issues like mammary cancers, slipped patellas, hernias as well as teeth encrusted with plaque, coats full of hair balls
stinking of urine and skin diseases, let alone internal problems that
will manifest themselves in time. We know when a breed is on the
wane, it is likely to come our way.
Puppies sold in pet shops are most likely to have come from a
puppy mill or been the runt of the litter. Sold at one month old, they
have no immunity from disease having been removed from their
mothers far too young, and at the same time lack the necessary
socialisation from being with a mother and siblings until weaning,
at at least seven and a half months of age. The puppies we see in
pet shops are deprived of toys, playmates and water which is why
they appear comatose from the heat in that glass box. But most
customers rarely think about this, transfixed as they are by the cute
puppy in front of them.
Educating the public is one thing, but there have to be laws, regulations and standards for breeders to follow.
The Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 in the UK states,
licensed breeders must:
* not mate a bitch less than 12 months old
* not whelp more than six litters from one bitch
* not sell a puppy until it is at least eight weeks of age
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もちろん、
登録していないブリーダーもいれば、
“アマチュア”ブリー
ダーや、
ウェールズやスコットランドなど人里離れた秘密の場所で規
制を逃れて
「パピーミル」
を経営する者もいます。
しかし、
ペットショップ
で幼犬を販売できないとなると、
違法な繁殖業者は海外に
「商品」
を
送るわけですが、
その輸出先はどこでしょう？ 英国の信頼できる業
者の大半は絶対に子犬を日本へ輸出しません。
しかし、
「金はものを言
う」
と言うわけで、
第3国を経由して純血種犬を日本に持ち込むルート
があるのです。
現在では、
日本のブリーダーとペットショップも登録制で、
都道府県
の監督を受けることになっていますが、
ガイドラインがあいまいで、
規
制強化は難しいのが現状です。
ところで、
JKC
（ジャパン・ケンネル・ク
ラブ）
は一体何をしているのでしょう。
その役割は登録料を徴収する
だけで、
あとは
「われ関せず」
のように思えます。
その間に、
ブリーダー
はティーカップに入るほどの矮小犬や、
青毛のチワワをつくろうと必死
です。
大衆の需要を満たし、
そして、
金儲けのために、
言うなれば
「変異
体」
を生み出そうとしているのです。
悲劇は、
その過程で何千もの犬が
苦しみ、
命を落としている事実です。
日本では、
本物のブリーダーは、
ブ
ルーチワワと同じくらい稀少なのでしょう。

The Breeding Circus
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によると、
「責任ある良いブリーダーとは、
動物の健康、
気質、
健
全さについて十分に考慮しながら特定品種の改良を望む人のこと。
子犬を最高の環境で飼育して全面的責任を負い、
新しい飼い主には
助言、
援助、
情報を与えなければならない。
」
英国では、
ブリーダーは
犬を愛し、
より良い犬をつくりたいと思って繁殖させるのであって、
金
儲け目当ての業者はほとんどいません。
しかし、
2008年8月に放映さ
れたBBC制作のドキュメンタリー
「純血種犬の実態」
は、
行き過ぎた
ブリーディングの結果、
長年にわたる近親繁殖による奇形や病気に
苦しむ犬たちの実態を明らかにしました。
番組内容に衝撃を受けた
英国民は、
ケンネルクラブに対して、
批判に耳を傾け、
多数の犬種に
ついてスタンダードを改めるように強く求めました。
番組放映から2年
の間に、
ケンネルクラブは209犬種の基準修正、
とりわけ、
著しい身体
的、
健康上問題を呈していた78犬種について基準を改正し、
母犬と
息子間の交配、
異父／母きょうだい間の交配など、
近親交配を禁止
しました。
19世紀半ばまで、
本来、
犬の繁殖目的は狩猟、
護衛など機能上の
もので、
例外として多少の愛玩用小型犬がありました。
テリア犬には
現在多くの種類がありますが、
その名称は
「土」
を意味するラテン語
の’terra’
（テッラ）
から来ています。
テリアは、
ウサギやネズミなどを追
って地面の穴にもぐるために繁殖されました。
ジャーマン・ダックスフ
ントも同じ目的で繁殖され、
今日でも、
ドイツ原産のダックスフントは
胸の寸法を測定してウサギ穴に入り込めるサイズであることを確認
します。
現在でも、
猟犬、
使役犬など機能を重視する犬種は、
他の犬
種に比べて原種に近いと言えます。
変化が訪れたのは1850年、
最初
のドッグショーが英国で開催されたときで、
ビクトリア朝時代の人々
が
「ステータスシンボル」
として犬を飼い始めたのです。
1873年に設
立されたケンネルクラブが率先して各地のドッグショーを組織化した
ため、
犬は機能ではなく、
体形やスタイルで評価されるようになりまし
た。
今日ショーに出場する犬の多くは、
目の前に飛び出したウサギを
追いかけることもできないでしょう。
日本では、
近年、
変遷する社会の影響で大変なペットブームが到来
しました。
増加する未婚女性が伴侶としてペットを選ぶケースも多く、
また、
定年退職後も健康で体力のある高齢者が犬の散歩を楽しんで
います。
現在の日本は、
16歳以下の子供の数よりもペットの数の方
が多いとか。
日本人は消費意欲が旺盛で、
ブランド品志向、
最新流行
のものを選び、
すべてを美しくまとめるのが好きです。
自分好みの物を
選択する傾向にあり、
たとえば車の購入にあたっては、
車の色、
スタイ
ルに加えて種々のアクセサリーを選びます。
犬を買うときも同じで、
犬
種、
スタイル、
色、
かわいらしさを優先し、
その犬が自分に合うかどう
か、
ライフスタイルに適しているか、
そもそも、
自分が犬を買うべきな
のか…… そういったことは二の次なのです。
ところで、
人々はどこで犬を探すのでしょう——多くの場合、
ペット
ショップです。
そこには望むもの全部がそろっています。
値段もピンか
らキリまでなら、
オプションも
「よりどり見どり」
。
ペットを初めて飼う人
も多いのですが、
目の前のガラスケースに入っているカワイイ子犬が
どこから来たのかなど、
考える人はほとんどいません。
お人よしの客相
手に目玉の飛び出るような値段で売られている1匹の子犬の陰には、
裏手の
「繁殖工場」
や人目につかない郊外の
「パピーミル」
（子犬工
場）
で苦しみのうちに息絶えたり、
殺される犬が何千匹もいます。
何段
にも積み重ねられたケージには繁殖マシーンとして使い捨てられる
犬が入っています。
繁殖用の雌犬は、
新鮮な空気、
散歩、
あたたかい愛
情も知らず、
自らの排泄物の上で食事をし、
眠ることを強制されます。
際限なく子犬を産み続けた結果、
歯も骨もボロボロに衰え、
未成熟の
まま年を重ねて行きます。
ついに燃え尽きてしまうと、
まだ若い犬であ
っても、
「処分」
されます。
その多くは、
何の問題もなく保健所に引き取

エリザベス・オリバー

Of course not all breeders are registered and there are always
'hobby' breeders or those in secret locations in the countryside of
Wales or Ireland running puppy mills, who dodge the system. But
since pet shops no longer sell puppies, these illegal breeders turn
to exporting them to 'guess where?' Although the majority of reputable breeders in the UK would never export their puppies to Japan,
money talks and there are routes through third countries to bring
pedigree puppies in here.
At present breeders and pet shops in Japan are supposed to be
registered and inspected by local authorities but the guidelines are
vague and difficult to enforce.
And where is the Japan Kennel Club in all this ? It seems all they do
is collect a registration fee and 'no questions asked. ' In the meantime breeders will be trying their utmost to produce a dog small
enough to fit in a tea cup or a blue chihuahua, in other words a
mutant, to satisfy public demand and to make lots of money. The
tragedy is that thousands of dogs suffer and die in the process. True
breeders in Japan are as rare as a blue Chihuahau.



国際コンパニオンアニマル福祉会議 2010

英

マイク・アームズ氏
（米国
「ヘレン・ウッドワード動物センター」
所長）
示唆に富む２つのテーマ、
ファンドレイジング、及び、
ヒーロー動物
について—— １年間で最も成功したチャリティイベントはSurf-aThon
（犬の波乗り大会）
…カリフォルニア沿岸沖でサーフボードに乗
った犬が技を競い合うというもの。
この人気あるイベントは２千人の
観客を動員し、
９万ドルを超える資金を集めた。
また、
Puppy-Love
walk
（愛のパピーウォーク）
は、
犬を連れた独身者同士に出会いの場
を提供する
「デートサービス」
のようなもの。
トレバー・パーク氏
（弁護士、
犬関連法の専門家）
犬が人を咬むケースが英国でふえている。
法律上、
必ず犬が悪者扱い
されるが、
事件発生後の処罰だけでは十分といえず、
責任ある飼い方
こそ奨励すべきではないか。
法廷で弁護した最小の
犬はチワワ。
背中の上に子供が落ちてきたので、
とっ
さに子供を咬んだのだが…もちろん、
犬は有罪に。

会議に参加したチェコのセラピードッグ のユーコンくん

以下、
特に印象に残ったスピーチの要点をご紹介します。
ピーター・キラリー氏
（獣医師、
ブダペストの
「レックス・アニマルアイランド」
創始者）
彼の組織が最近体験した悲惨な事故被害について—— 今年10月
4日、
人造湖の堰堤が決壊し、
184ガロンもの有毒アルミニウム廃棄
物が流出して村々に侵入し、
ドナウ川にも流れ込むという大惨事が
発生。
係留／拘束されていた動物は即死、
避難した動物は大火傷を
負う。
連日200キロの距離を移動して犬38頭、
猫45匹、
その他、
ウサ
ギ、
ガチョウ、
ヒツジなどの救出に成功したものの、
動物の体につい
た有害物質を取り除く治療に毎日何時間も要した。
WVS
（世界獣医
療サービス）
、
ドッグズトラスト、
RSPCA
（王立動物虐待防止協会）
、
WSPA
（世界動物保護協会）
から援助の申し出があり、
薬品、
要員、
寄
付金などの支援を受けた。

ロジャー・マグフォード氏
（英国の動物心理学者として早くから名声を上げ
る。
Halti(犬のしつけ用ヘッドカラー、
ハルティ)などト
レーニング用品を多数発明し、
30年以上前に設立
した会社Company of Animalsから発売。
）
シェルター犬のQOLを向上させる方法について—
— シェルター犬は独房の囚人さながらに個別収
容が多いが、
群れ行動を好む犬には、
社会的スキルの崩壊につながり
かねない。
ケネルでの単調な日課に様々な活動を持ち込むのが望ま
しい——たとえば、
餌をばらまく、
餌を
（少しずつ、
何回も）
かくす、
地下
に埋めて掘り出させる、
コングのような知育玩具に入れて頭を使わせ
るなど。

T

he 12th International Companion Animal Welfare Conference spon-

breed, making sure you trap and neuter the females first. For every cat you

sored by the Dogs Trust UK was held in Prague early November 2010,

see, there are 1.4 more out there.

attended by around 200 delegates from 37 countries. As part of the programme we visited the Troja Shelter which mainly handles dogs, run by

Mike Arms, President of Helen Woodward Animal Centre USA, gave two

the City of Prague's Metropolitan Police Department. The same department

inspiring talks; fundraising and hero animals. One of his most successful

also runs a separate shelter for cats and other animals. Troja has space for

annual fundraising activities is Surf-a-Thon, where dogs compete on surf

170 dogs all of which are housed individually with spacious outdoor runs

boards off the California coast. This popular event is watched by over 2000

and heated indoor rooms. Dogs coming in are vaccinated, health checked

people and raises over US$90,000. There is also a Puppy-Love walk where

and treated by an on-site veterinary team. If no owner appears to claim

singles with dogs meet other singles with dogs, a sort of dating service.

them, they are neutered and micro-chipped before

Trevor Cooper, a solicitor and specialist in the

being adopted.

law on dogs said that incidents of dog bites is
The city of Prague's Veterinary Association overseas

on the rise in the UK. Although under the law the

each shelter's policies and activities while the police

dog is always blamed, he feels punishment after

provide free of charge advice and training for dog

something has happened is not enough and that

owners. They also run educational programmes for

responsible pet ownership should be promoted.

the public especially children. Legislation about dog

The smallest dog he defended in court was a Chi-

ownership is very strict in the Czech Republic with

huahua. A child fell on the dog which in turn bit the

registration and micro-chipping compulsory. It is also

child. Of course the dog was blamed.

good to see the cooperation between the police, lo-

Jeff Young, a US veterinarian, is an outspo-

cal authorities, local humane organisations and the
veterinary association, a situation sadly lacking here

ken proponent of early neutering for companion

in Japan. Czech people are great animal lovers and almost every household

animal control. He has personally neutered 165,000 animals in countries

has a pet, especially a dog and most people adopt their dog from shelters

around the world and says that if he only has a chance to visit a clinic once

like Troja.

a year, he can even neuter one-day old puppies and kittens because if he

Some highlights from the conference

Peter Kiraly, veterinarian and founder of the Rex Animal Island in Buda-

doesn't, the next time he comes, those puppies and kittens will have litters
themselves.

pest, Hungary, told of the terrible situation his organisation faced this year

Roger Mugford, one of Britain's earliest and leading animal psychologist

when 184 gallons of toxic aluminium waste burst through reservoir walls on

who has also invented many training products, like the Halti through Com-

4th October, streamed through villages and into the river Danube. Animals

pany of Animals, founded over 30 years ago, talked on ways to improve the

that were tied or confined were killed instantly while those that escaped had

life of dogs in shelters. Most shelter dogs are kept in solitary confinement,

horrendous burns. On daily round trips of 200 kms, they were able to rescue

rather like being in a prison which leads to a breakdown of social skills, since

38 dogs, 45 cats, rabbits, geese and sheep. These animals needed hours

dogs like the company of other dogs. He recommends building a variety

of treatment each day to get rid of the toxic waste on their bodies. WVS

of activities into the dull kennel routine; scattering food, hiding food (little

(World Veterinary Service), Dogs Trust, RSPCA and WSPA (World Society

and often), even underground so the dog has to dig for it, putting food into

for Protection of Animals) all sent help, in the form of medicines, people and

Kongs and other toys which require a dog to think how to get the food out.

donations.
Ian MacFarlaine of Cats Protection talked on TNR of feral cats. His advice
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ジェフ・ヤング氏
（米国の獣医師、
コンパニオンアニマル管理のため
早 期不妊手術を積極的に推進）
世界各国で16万５千匹もの動物に自ら避妊／去勢
手術を施してきた実績を持つ。
あるクリニックを１年
に１回だけ訪問できるのなら、
生後１日の子犬・子猫
にも不妊手術をしたい——でなければ、
１年後に再
訪したときに、
成長した犬猫から何匹も子供が生ま
れているはずだから。

Yukon, a Czeck therapy dog attended the conference



イアン・マクファーレン氏
（
「キャッツプロテクション）
野良猫のTNR
（ワナで捕えて不妊手術後元の所に戻す）
活動につい
て—— 活動範囲を広げず、
猫1〜2匹の小コロニー一箇所に集中す
ること。
１つのコロニーで猫の増殖前に素早く対応することが重要で、
まず雌猫を捕えて手術しなければならない。
1匹の猫を目撃したなら
ば、
そこには1.4匹いると心得ること。

Elizabeth Oliver
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国のドッグズトラスト主催による
「第12回国際コンパニオンア
ニマル福祉会議」
が2010年11月初めにプラハで開催され、
37か国から約200名の代表者が参加しました。
プログラムの一環で、
プラハ市警察局が運営する犬保護施設
「トロ
ヤ・シェルター」
を見学しました。
プラハ警察は、
また、
猫と他の動物用
に別のシェルターも運営しています。
シェルターは170頭の犬を収容
できるスペースに広い屋外運動場と暖房付き室内犬舎を備え、
犬は
すべて個室に入っています。
新しく入所した動物は、
現場の獣医師チ
ームから予防接種と健康チェック、
その他の治療を受けます。
飼い主
の申し出がなければ、
避妊去勢手術とマイクロチップ登録を済ませた
上で里親募集します。
プラハ市獣医師会が各シェルターの方針と活
動の監督にあたる一方、
警察は犬飼育者に無料相談とトレーニング
を提供しています。
また、
市民、
特に子供対象の教育プログラムも実施
しています。
チェコ共和国の犬飼育に関する法律は大変厳しく、
マイク
ロチップ登録が義務付けられています。
お粗末な日本の実情とは異な
り、
警察、
自治体当局、
地元の動物愛護団体と獣医師会、
彼らが相互
に緊密な連携を保っているところが見事です。
チェコ国民は大の動物
好きで、
ほとんどの所帯がペット、
特に犬を飼育していますが、
トロヤの
ようなシェルターからもらうケースが多いとのことです。

ICAWC 2010 in Prague

エリザベス・オリバー

Sarah Fisher, a TTouch ( Tellington Touch) instructor together with

Carolyn Menteith, a dog behaviourist, ran a workshop on reward-based

is not to spread your activities too wide and to focus on one district and on

clicker training and use of the TTouch in cases of aggression, fear and in just

one or two cat colonies. You need to clear a colony faster than they can

getting friendly dogs to relax. More on this subject in our next newsletter.

セーラ・フィッシャー氏
（TTouchインストラクター）
キャロライン・メンティス氏
（犬行動学専門家）
報奨主義に基づく“クリッカートレーニング”、
攻撃性や恐怖心を示す
犬に効果的で、
また、
フレンドリーな犬をリラックスさせる“TTouch
（テ
リントンタッチ）
”を披露。
この手法については、
ニュースレター次号で
詳しくお伝えする予定です。



亀岡リュウちゃんの思い出

中岡

真弓

her familiar doghouse. She wanted to be the boss all the time. I think that
Ryu could survive the hell in Kameoka because of this stubbornness.
It was in the Spring of 2010 when I noticed obvious changes in Ryu’s
physical condition. It seemed that her weak legs were hurting her, getting worse than before. Indeed, she was suffering from a pain associated
with arthritis due to ageing, being unable to walk for long. It was already
impossible to go up the hill, and she barely went outside of ARK. Later,
she walked just for a while up to Oliver's House. By summer, she could
barely take a couple of steps outside her doghouse.
On August 1 in the scorching sun, I came to ARK to see Ryu as usual.
She was suffering not only from pain but also from all that heat. Even so,
poor Ryu still wanted to take a walk with me, and tried to go outside the
doghouse, desperately walking with a limp. Later on that day, I heard

I

know the details, and at last recognized that I would have to accept the fact that Ryu

decided to quit another animal organisation since I was disappointed with their op-

was really suffering.

erational manner although I had been volunteering there for quite some time. Since I

After a daytime walk with her, I couldn’t go home, and visited the doghouse to see her

still wanted to do something to help unfortunate dogs and cats in some way however,I

again. A kind staff allowed me to take a walk with her in the evening, which was Ryu’s

visited ARK with great interest. I was just wondering whether I could become a spon-

last walk in this world. We spent quite long time outside of her favourite doghouse.

sor, if there was a dog that I really liked at ARK.

It was strange that she voluntarily came back to the doghouse only on that day. In

Among all the dogs who were looking for sponsors on ARK's website, there was a

the doghouse, I let her lie in my lap as usual, and hugged her tightly. Still I couldn’t

sweet dog who looked very much like the mixed dog my family once owned. I really

say good-bye, and Ryu was looking at me vacantly. That night, she passed away at

wanted to see her. The name of that mixed dog with black-and-white spots, whose

(estimated) 17 years old.

breed was totally unknown, was “Kameoka Ryu”. What a peculiar name she had !

Friendly Ryu was loved by many people including Oliver-san who rescued her,

Usually dogs are not given last names. Later, I heard that since she had come from

staff who devotedly had taken care of her, and all other sponsors besides me who

a horrible hell-hole that was situated in “Kameoka”, she was given that peculiar last

supported her from far away although she couldn’t spend the rest of her life in a home.

name, “Kameoka”. Her appearance, in that she was blind in one eye, had almost no

Thank you very much for all your love to Ryu.

dog who had miraculously survived in that horrible environment in Kameoka, but still

Note:

remained friendly to people.

Before leaving this world, Ryu left me a wonderful gift. That is a dog called “Gon”, who

Despite such a history, she was totally cheerful by nature, which let us forget about
her miserable past.

lived with Ryu for a long time in the same doghouse. While I sponsored Ryu, I was

Almost all the time she was smiling with her tongue drooping

determined to adopt him and in the summer of 2008, I did. Gon was an old solitary

down from the right side of her mouth because she had no teeth to hold it back. Lovely

dog who had not opened his heart to anyone. I felt sorry for this old dog in the same

Ryu licked my face and hands so warmly to welcome me a stranger whom she had

doghouse whom no one came to see, and I had taken him for a walk every weekend

met for the first time. I fell in love with her, and decided there and then to become her

as I did with Ryu. Before I knew it, he became attached to me, opening his heart to a

sponsor.

human being for the first time. If it had not been for Ryu, I would not have seen Gon.

Since then, I have taken a walk with Ryu every weekend regardless of the weather;

My dear Ryu, Gon is still living with me happily on behalf of you.

fine, rain or snow. Among all those memorable places we visited, Ryu was especially
fond of a stream in summer. Going down a steep slope, there was a tiny stream in the



quiet shade of trees, where we often played with water. Ryu was all smiles when she

Editor's Postscript:

was comfortably sitting in cold water as if she were relaxing in a hot spring.

Ryu came from a hell-hole in Kameoka where a hoarder, perhaps starting with good

Even with one blind eye, Ryu was able to see me very well. Whenever I got close

intentions, kept taking in too many dogs. In a classic case of hoarding, numbers grew,

to her house, she instinctively and immediately noticed me, starting to bark to call me.

money ran out and volunteers stopped coming. No money for neutering meant more

Outside ARK, no matter how far away I was, she looked for me, found me soon, and

dogs. By the time the owner who was left a vegetable in a traffic accident and ARK

desperately kept barking until I came to be with her.

moved in, there were nearly 100 dogs, most of which had severe skin problems and

Although Ryu was friendly to people, she was a bit mean to other dogs. She was

were totally devoid of any human contact. Ryu was one of many we took in. Others we

always the boss in the doghouse. Whenever other dogs in the same doghouse tried

sadly had to euthanise. She lived amongst the junk in that place and was black due to

to get close to me, Ryu got angry and chased them away. It seemed to me that she

the bonfires the hoarder had lit on the premises, in an attempt to burn the rubbish.

was saying, “Do not touch my mother”. Also, she was terribly stubborn. When the

This story wonderfully told by Mayumi Nakaoka is really a story of the love of not just

cold winter comes to ARK, old dogs are invited to sleep in the heated office or in Oliver

one dog but another ordinary dog which most people would normally pass by and for-

House, being warm and comfortable. They tried to relocate Ryu to the heated office,

get. A shelter is a busy place where dogs and cats are given basic care; staff feed and

but this stubborn dog always escaped from there by every means possible. I assume

walk dogs, attend to any veterinary problems but have no time to intimately bond with

that she was saying, “I prefer my outside doghouse anyhow”. It was hilarious that she

one animal because there are just too many. It is too easy just to pass by an ordinary

rubbed her nose against the closed door to try to escape from the office, which made

dog, one without special pedigree, one that doesn't cause trouble, one that doesn't

her nose sore. We often laughed at her nose a lot. Thus, Ryu stubbornly resisted at-

appeal to people specifically. If someone takes the trouble to know that dog, they could

tempts to put her in the office or in Oliver's House, and so she spent the rest of her life in

open its heart and form a special relationship with it as Mayumi has done with Gon.

が初めて亀岡リュウちゃんに会ったのは2007年夏のことでし
た。
私はそれまで別の施設でボランティア活動をしていたので
すが、
運営方針に納得がいかず、
ちょうどその施設を去ったところで
した。
それでもやはりどこかで恵まれない犬猫たちのために何かした
いと思い、
アークに興味をもって施設を訪れました。
気にいった子が
いれば
「アークの犬のスポンサーになってもいいなあ」
と軽い気持ち
で考えていました。
アークのウェブサイトでスポンサーを募集していた犬たちの中に、
我が家で飼っていた雑種犬に似た愛らしい子がいました。
会ってみ
ようと思いました。
何の雑種かもわからない黒白ブチの彼女の名前
は
「亀岡リュウ」
。
なんて奇妙な名前なのだろうと思っていました。
他
の犬には名字なんてついてないのに。
その後、
彼女は亀岡にあった恐
ろしい施設からやってきたので
「亀岡」
という名字がついたのだと知
りました。
片目は視力を失い、
歯はほとんど抜け落ちた彼女の容貌は
悲惨な過去を物語っていました。
彼女は劣悪な環境の中を奇跡的
に生き延び、
そして奇跡的に人嫌いにならずにすんだ数少ない子だ
ったのです。
しかし、
リュウはそんな悲惨な過去があることなど忘れさせてしま
うほど底抜けに明るい子でした。
歯がないので固定できない舌を右
の口からベロリと垂らしながらニコニコ笑うのです。
人懐っこい彼女
は、
初対面の私の手や顔をペロペロ舐めて大歓迎してくれました。
彼
女をすっかり好きになった私はすぐに彼女のスポンサーになること
に決めました。
それから毎週末、
雨の日も雪の日も、
私とリュウのお散歩が始まり
ました。
リュウとのお散歩の思い出は数知れません。
中でもとりわけ
リュウが好きな場所は夏の小川でした。
急な斜面を下った静かな木
陰に小川があり、
2人でそこでよく水遊びをしました。
まるで温泉にで
もつかったかのように気持ち良さそうに水の中にしゃがみ込むリュ
ウは、
本当に嬉しそうにニコニコと笑っていました。
リュウは片眼が見えていなくても私の姿はよく見えていました。
優
れた勘を持つリュウは、
私が犬舎に近づくとすぐに気がついて
「早く
来い」
と吠えだしましたし、
外ではどんなに遠くからでもすぐに私の
姿を見つけるのです。
見つけたら居ても立ってもいられず、
私がそば
に行くまで大声で吠え続けていました。
人懐こいリュウも他の犬には意地悪で、
彼女はいつも犬舎のボス
でした。
同じ犬舎の犬が私に近づこうものなら、
「私のお母さんに近
づかないでよ」
と怒って追い払うのです。
また彼女はとても頑固な性
格でした。
寒い冬が訪れる頃になるとアークでは、
老犬は暖房の効
いたオフィスかオリバーさんのお家に入れてもらえることになってお
り、
リュウも一度はオフィスに入れられたのですが、
あらゆる手段を
使って
「私は外犬舎がいいのよ」
と脱走するのです。
脱走するために
ドアを開けようと鼻をこすりつけるために鼻の頭がただれて、
よく大
笑いしたものです。
結局、
リュウはオフィスもオリバーさんのハウスも
嫌だと言い張り、
最後の最後まで自分の住み慣れた外犬舎で過ごし
ました。
リュウはいつもボスでいたかったのです。
この頑固さのおかげ
であの亀岡の地獄を生き抜いたのでしょうか？
リュウの体に目に見えて変化が訪れたのは2010年春になってか
らのことでした。
それまでから少し弱っていた足がいよいよ痛むらし
く、
老化による関節炎の痛みのために遠くまでお散歩できなくなって
きていました。
坂を上るのは辛くなり、
アークの外へ出るのがやっと
になり、
オリバーさんのハウス前まで出るのがやっとになり、
夏には
自分の犬舎を出てほんの少し歩くのがやっとになっていました。
そして、
うだるような暑さの8月1日、
私はいつものようにリュウに
会いに来ました。
足の痛みに加え、
今年の暑さでリュウはとても弱っ
ていました。
それでも、
私が訪問するとやっぱりお散歩に行くのだと

言って、
ビッコを引きながらも勇んで犬舎を出るのが何とも哀れでし
た。
その日私は、
リュウは今日からずっと眠り続けることになったのだ
と聞かされました。
私はすぐに獣医師のもとに走り詳しい説明をお
願いしましたが、
結局、
事実を受け入れなければならないと悟りまし
た。
昼間のお散歩を済ませても帰る気になれず、
夕方もう一度犬舎を
訪れました。
やさしいスタッフがリュウのこの世で最後のお散歩を私
に譲ってくれました。
犬舎の外でゆったりと長い時間を過ごした後、
その日、
なぜかリュウは自分から犬舎に帰りました。
犬舎の中で、
私は
リュウをいつものように膝に乗せてきつく抱きしめました。
サヨナラ
が言えない私をリュウはキョトンと見つめていました。
その夜、
リュウ
は17歳
（推定）
でこの世を去りました。
人懐こいリュウは、
家庭で余生を送れなかったけれど、
ARKで多く
の人に可愛がっていただきました。
リュウを助けてくれたオリバーさ
ん、
献身的に御世話をしてくださったスタッフの皆さん、
遠くからリュ
ウを応援してくださった私以外のスポンサーの方々、
本当に有難うご
ざいました。
追伸：
この世を去る前にリュウは私に素晴らしいものを残してくれていまし
た。
リュウと同じ犬舎で長い間一緒に暮らしていたゴンです。
リュウの
スポンサーを続けながら、
私は2008年夏にゴンを引き取ることにし
ました。
ゴンは、
世捨て人のような老犬で誰にも心を開こうとはしま
せんでした。
毎週リュウに会いに来ていた私は、
同じ犬舎にいながら
誰も会いに来てくれないゴンを不憫に思い、
同じようにお散歩に連
れ出していたのでした。
そしていつのまにか、
誰にも心を開かなかっ
たゴンが何故か私に懐いてしまったのです。
リュウがいなければ、
私
がゴンと出会うこともなかったでしょう。
リュウちゃん、
あなたの代わ
りにゴンはまだ私と幸せに暮らしているよ。

編集後記 :
リュウは亀岡の
「地獄」
から生還してアークに来ました――ホーダー
の女性が、
最初はおそらく善意からとはいえ、
異常なほど多数の犬
をため込んでいたケースの犬です。
典型的なホーディングの例で、
犬
の数が増え続け、
資金は底をつき、
ボランティアからも見放されまし
た。
不妊手術代がないとは、
すなわち、
犬がどんどん増えるというこ
と。
飼い主が交通事故で植物状態になってアークが現場に入ったと
き、
そこには100頭近い犬が残され、
多くが深刻な皮膚疾患にかか
り、
人間との接触はほとんどない状態でした。
私どもは20頭以上の
犬を引き取りましたが、
雌犬リュウはその中の1頭でした。
残りは残
念ながら安楽死せざるを得ませんでした。
ホーダーがごみを燃やそ
うと火をつけたため、
ごみの中にいたリュウは全身真黒になっていま
した。
今回寄稿頂いた中岡真弓さんのお話は、
特定の犬との愛情物語
というだけでなく、
多くの人がそばを通っても忘れてしまうような普
通の犬に対する愛の物語と言えます。
シェルターという施設は、
犬猫
に対する基本的ケアを引き受けはしても、
あわただしい所です。
スタ
ッフは給餌と散歩をこなし、
医療問題にはかかわっても、
特定の動物
と深く結び付くことはありません――相手にする動物があまりにも
多いからです。
優秀な純血種でもなく、
面倒を起こしたり、
特に人間
にアピールすることもない平凡な犬の場合、
ともすれば、
見過ごして
しまいがちです。
「あの子」
と仲良くなりたいと願う人が自分から心を
開いて近づいてこそ、
人間と犬との特別な関係が生まれるのです。
真
弓さんとゴンとの絆のように。
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teeth except for a remaining one or two, did suggest a tragic past. She was a rare

私

Mayumi Nakaoka
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that she was going to be put to sleep. Immediately, I ran to the vet to

met a dog called “Kameoka Ryu” for the first time in the summer of 2007. I had just

Memories of “Kameoka Ryu”



Happy Homes
Mikan was a little wary of his new home at

チマキ Chimaki

first, but much to my relief, as he played
with Mako he started shaking his bottom

マコとミカン
Mako & Mikan

歩く姿が可笑しく、家の中では体をくっつけてき
て寄りかかるように甘えてくるのが何とも言えな
いです。
とても理解力のある子で、
ルールや状況

and jumping around in that special way that
rabbits do. They both seem so happy, and

を勘良く察し、
教えたことも次々と吸収してくれそ

they make me so happy… I am so pleased

うで、
これからが楽しみです。

they are here.

She expresses the joy of going on her beloved

我が家に着いて、
最初はみかんが少し不安そ

walks with her whole body! She is adorable

うでしたが、
まこと一緒に遊ぶうち、二人ともうさちゃん独特のお尻ふりふりジャン

at home, too: she leans right in and makes

プをしながらからだ全体で”うれしい！”を表現してくれたので、ほっとしました。癒

herself as close as possible when she wants

し、
癒され、
これからの成長が楽しみです。

attention. She is incredibly intelligent and able

ネグ（ほたる）
Negu (Hotaru)

さくら（スザンナ）
Sakura (Susanna)
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to figure most things out for herself. I am constantly surprised by her, and can’t help but
look forward to the good times ahead.

散歩はまだまだヨソヨソしい感じがしますが、
母屋の周りを偵察するよ
うにウロウロして、
外の状況を見たり、
庭の隅の匂いを嗅いています。
昨日は
「チマキ」
と呼んでも寄って来なかったのが、今日は少し寄って

"ネグ”が我が家の一員になって、

くるようになりましたので、
ちょっとはリラックスしてきたようです。

早や３週間が経ちました。
お陰様

She is still quite nervous on walks, but she wanders round the house

ですぐに慣れてその晩からネコじ

like a scout, and keeps her eye on the outside for us, sniffing every

ゃらしで遊ぶ余裕すら見せてくれ

inch of the garden. Yesterday she didn’t respond at all when I called

て、
さらに初日からお布団にも潜

her name, but today she is more relaxed, and came a little closer…

り込んできました。
もうすっかり"主
（あるじ）"状態で、毎日元気良く

It’s early days.

育っています。
It has been three weeks already
since Negu joined our family. He
settled in right away, playing with
his toys from the very first night,
and even burrowing under the
住犬のアキと仲良くしてくれるか少し心配していたのですが、
その心配はよそにどこへ

covers with us at bedtime. He is

行くのも、何をするのも、寝るのもずっと一緒。少しでもアキと離れると甘えた声を出し

growing up so fast, and already

ながら探しまくるといった様子で、
もう立派な我が家の一員です！

is the lord of the manor!

they are best of friends: they do everything together, go everywhere together, they
even sleep together! If she loses sight of Aki, Sakura whines and doesn’t rest until
she finds her. Already she is a fully paid-up member of our family…

新しい家と家族にもすぐ慣れて、
ご飯もオ
あちこち探検の末お気に入りの場所を見つけたようです。午前中は

ス猫並みの食べっぷりです。先住猫のクロ

ブドウ＆アールグレイ
Budo & Earl Grey
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ビワコ
Biwako

2匹ともテーブルの上で寝たりと、
すでに王様、
女王様

We were a little worried whether she would get along with our other dog, Aki, but



クオレッティ Cuoretti

お散歩が大好きで、全身で喜びを表わしながら

の貫禄が出てきていますよ。

マーロン（シナモン）
Marlon (Cinnamon)

They’ve only just met, but they lie together on the table
like King and Queen!

うちにきてから、1ヶ月がたちました。私たち家

ピッピ Pippi

族、先住犬や猫達とも、仲良くやっています。
お
客様やたまに来る娘婿にはまだ慣れず、怖が

私の後ろをついて回って、一緒にベランダに出たり、部屋の掃除を手

がまだ受け入れてくれませんが、
ケージ越

って逃げたり吠えています
（笑）
。

伝って
（？）
くれたりしています。
まだまだ警戒心が解けないようです

しに鼻をつけたりお互い手をつっこみあ

It has been a month since she moved in to

が、慣れない環境に健気に順応しようとしている彼女が愛おしくてな

ったりしていたり、ケージをはさんでお腹

our home. She gets along famously with the

りません。
いつか、彼女が名前を呼んだらピンと立てた尻尾を思い切

を見せて寝たりもするので、長い目で様子

rest of the human, canine and feline mem-

り振ってくれる日を夢見ています。

を見ようと思います。

bers of the family. She still barks and runs

After much deliberation, she has settled in to the favourite place that

He settled in with us right away, and he

she chose for herself. In the mornings, she follows me round: we

gets through his food in man-sized por-

シナモンはとっても元気で 毛もフサフサしてきましたよ～♪

tors for example, or our son-in-law who only

go out on the balcony together, and she helps (?) with the cleaning.

tions! Our other cat Kuro hasn’t fully ac-

ラブのサリーともとっても仲良しです。全員で毎日追いかけっ

comes to see us once in a blue moon!

She isn’t quite ready to let down her guard yet, but the sight of her

cepted him yet, but they touch noses and

こをしています。

trying so hard to adapt to this strange, new environment fills me

paws, and even show their bellies at each

Cinnamon is full of beans, and has turned into a fluff ball! He

with hope. I dream of the day when I call her and she holds her tail

other across the cage, so I’m confident

gets along famously with my Labrador, Sally. We all play hide

high, wagging it with all her might.

we’ll get there in the long run.

and seek together every single day.

away from people she isn’t used to, like visi-

ローレライ
Lorelei


ARK events
Halloween BBQ Party held in rain
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ハロウィーン・パーティーは雨の中で開催
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Embassy Tea party

英国大使館でのティーパーティは大盛況

ハ

T

he weather was cruel but despite the continuous rain around 60 people
with their dogs bravely turned up for our Halloween BBQ party on October 31st held at our land in Sasayama. Some fantastic costumes appeared,
worn by guests and their dogs too. Thank you all so much for coming!

デ

B

ritish Ambassador David Warren and his wife Pamela welcomed 240
ARK members and friends to the British Embassy on 23rd Septem-

ber 2010. Despite the weather, which the Ambassador hesitated in calling
"raining cats and dogs," preventing us from enjoying the garden, the splendid and historic Ambassador's Residence provided a wonderful setting for
our Champagne Tea Party.
We would like to thank Ambassador and Mrs Warren as well as the
Embassy staff for their support of this party, to Mary Corbett who co-ordinated everything, to Tesco Japan who donated the champagne, to Kyoko
Harada who brought ARK animals to life with her photos and to our staff
from Tokyo & Osaka who worked hard behind the scenes. The party raised
over ¥700,000 which will be put towards our Sasayama shelter/sanctuary.
On a historic note: The Embassy site leased by the Meiji Government to
the British Government in perpetuity, has been in use since 1872 and Britain has maintained a permanent diplomatic mission in Japan since 1859.

Charity Golf Competition in Toyota, Aichi

愛知県豊田市でチャリティ・ゴルフコンペ

A

愛

Club's golf course. ARK was the chosen charity and the event raised over

付されました。大会を企画して下さった「ここりこ」の稲垣様、
「エクスプ

Please order by FAX, Email, or phone:

¥200,000 in donations and sales. Our gratitude to the organisers Mr. Ina-

レス・サービス」の山崎様、会場をお貸し下さったロイヤル・カントリー

ご希望の方は、FAX、
メール、
または電話

gaki and Mr.Yamazaki, to Royal Country Club, and to Ueda sensei of St.

クラブ様、
それから、大会運営の裏方としてご尽力下さった聖ミカエル

にて、
アーク事務局まで。

Micheal's school in Kobe.

幼稚園の皆様、
またその他の皆様、
ありがとうございました。
また来年、

round 90 members of the Royal Country Club in Shimoyama, Toyota,
Aichi Prefecture, compete in a competition to raise money for char-

ity. On Nov 22nd 2010 amidst the spectacular mountain scenery at the

知県豊田市にあるロイヤル・カントリークラブにて、
2010年11月
22日、
アークを支援するチャリティ・ゴルフコンペが開かれまし

ARKカレンダーは引き続き販売中！
ARK calender 2010 still on sale!

WINTER 2010

WINTER 2010

イビッド・ウォレン駐日英国大使とパメラ夫人は、
2010年9月
23日、
アークメンバー、
サポーターあわせて240名を英国大使館
にご招待くださいました。
その日はあいにくの悪天候で、
土砂降りの雨
のため庭園には出られなかったものの、
歴史を感じさせる華麗な大使
公邸はアークの Champagne Tea Party には最高の舞台でした。
大使ご夫妻をはじめ、
パーティ開催にご協力くださった大使館スタッ
フの皆様に心から感謝を申し上げます。
また、
万事手際よくコーディネ
ーター役をこなしてくれたメアリー・コーベット様、
シャンパンのご寄付
をいただいたテスコ・ジャパン様、
写真作品でアークの動物を生き生き
と写し出してくれた原田京子様、
そのほかパーティー開催のために尽力
くださった皆様、
本当にありがとうございました。
パーティによる収益金
70万円余は、
全額、
篠山シェルター・サンクチュアリ建設資金にあてら
れます。

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

ロウィーン・バーベキューパーティーが
10月31日、
篠山市後川のアークサンク
チュアリ用地で開催されました。
お天気には恵
まれず、
雨の降る中でのイベントとなりました
が、
およそ６０名の方々と、
多くの犬たちが参加
してくれました。
ハロウィーンの仮装で会場入
りした参加者もたくさんおられました。
凝りに
凝った奇抜なコスチュームは、
会場のあちこち
で笑いを誘っていました。
悪天候
にも関わらず、
アークの野外イベン
トにわざわざお越し頂いた皆様、
そして犬たち、
アーク一同より深く
お礼を申し上げます。
ありがとうご
ざいました！

卓上カレンダーは売り切れました。
ありがとうございます！
ARK desktop calenders have been sold out. Thank you!

た。約９０名の大会参加者から、２０万円を超える収益がアークに寄

Mail calender@arkbark.net
TEL
072-737-0712
FAX
072-737-1886

壁掛けタイプ

￥1000

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。

同じ会場で皆様とお会いできることを楽しみにしております。
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Badger passed over Rainbow Bridge in autumn 2008 but he continues
to send his letter to ARK.

ARK's Photo Exhibition

ARK写真展 阪急梅田駅で開催

C

A

RK's three - day Photo Exhibition in the concourse

tion of animal lovers. Mary Bale, a bank worker, was caught

on CCTV footage stroking a cat on the roadside. The next minute

of Hankyu Railway, Osaka Umeda September 3/4/5

she had grabbed the cat by the scruff of its neck and put it into a

was a great attraction to passing crowds, many of whom

wheelie bin (for rubbish), shut the lid and walked away. The foot-

learnt about ARK and the work we are doing for the first

age shown around the world, caused outrage amongst animal lov-

time. Kyoko Harada's stunning photos of animals now se-

ers with some demanding her death on a Facebook site. After

cure with their new families or safe at ARK, together with

being trapped 15 hours inside the wheelie bin the four year old

their stories, revealed their transformation from an animal

tabby cat called Lola was rescued safely. Her owners had installed

with a sad past into one with a happy ending.

2008年の秋に
「虹の橋」
を渡ったバジャー。

その後も天国からアークへ手紙を送り続けています。

ARK would like to thank the H2O group for enabling us
600,000 people pass each day, to those who helped out
each day and to Kyoko Harada and her team for planning
and setting up the exhibition, working all through the night
before the opening, to make the event such a success.

9

毎日60万人もの乗降客が行き来する阪急電鉄梅田駅という
得難い場所での写真展開催を許可してくださったエイチ・ツー
・オー・リテーリング様、
ありがとうございました。
計画と準備
や設営の段階から多くの労をとられた原田京子様、
企画／設
営／運営チームの皆様、
心からお礼を申し上げます。

ARK写真展 ギャラリー「あしたの箱」
でも …

大

ARK's Photo Exhibition

阪市内のギャラリー
「あしたの箱」
にて10月３０日から5日
間の日程で開かれた写真展も、
おかげさまで盛況のうちに
終えることができました。
アークの犬猫の里親さん方、
梅田駅での
写真展で初めてARKを知ってまた来てくださった方々、
以前から
のアークのサポーターの方々など、
多くの方々とアークスタッフが
直接お話しする機会を持てたことは本当に有意義でした。
素敵な
空間と時間を提供してくださったギャラリーオーナーの熊谷様、
ま
た、
会場まで足をお運び下さった皆様、
ありがとうございました！

New Tokyo ARK Director

caught. She claimed her act was out of character, " a joke" she
said, " it's only a cat," which angered people even more.
She now faces charges in court of causing unnecessary suffering to an animal by the RSPCA. In retrospect she said " I am profoundly sorry for my actions." Hopefully this case will deter others
from subjecting animals to a terrifying experience ' as a joke.'
Hardly a joke for a poor dog which was found buried alive upto its
neck on a canal bank in Toyama in October. A passerby alerted the
fire department who with the police took 30 minutes to dig the dog
out. It was a 30kg Akita mix so it is hard to imagine a dog of that
size would lie quietly while someone piled soil on top of him. The
story gained extensive media coverage with many people offering
to give the dog a happy home but unfortunately the owner, a 73
year old man, came forward to claim the dog saying it had escaped
from its chain.
Although the police say they are searching for the person who carried out this crime, since animal welfare legislation in Japan states
that mistreatment of an animal can lead to a fine of up to ¥500,000,
it is unlikely they will pursue the case for long. Animal abuse is way
down on the police agenda. And the fact that miserable dog which
when shown on TV appeared to have serious skin problems, in

WINTER 2010

WINTER 2010

月3日～5日にわたって大阪の阪急梅田駅コンコースで開
催された写真展は、
大勢の通行人の目を引きつけました。
その多くがアークとその活動について知らなかった方たちでし
た。
原田京子さんの素晴しい写真のモデルをつとめた動物た
ち… すでに新しい家庭の一員となった子も、
まだアークで暮
らしている子もいますが… 彼らの姿と物語は
「悲惨な過去
から幸せな結末への変身」
を見事に写し出すものでした。

ど

こにでもあるんだね、
「ネコいじめ」
って。
動物好きの国と言われ
るイギリスでもこんな事件があった—— 監視カメラがとらえた
のは、
銀行員のメアリー・ベールが道ばたの猫をなでているところ。
つぎ
の瞬間、
彼女は猫の首すじをつかんで、
大きなゴミ箱にほうりこみ、
フタ
をしめて立ち去った。
世界中に流れた映像は動物好きの人々をフンガ
イさせ、
インターネット上には
「死刑だ！」
との書き込みも。
4歳のメス猫、
ローラちゃんはゴミ箱の中に15時間閉じこめられた後、
無事に助け出
された。
飼い主が家の前に監視カメラをつけていたため、
メアリー・ベー
ルはつかまったというわけ。
「ちょっとふざけただけよ。
ただのネコじゃな
いの」
という彼女の発言が人々をさらに怒らせた。
RSPCAは、
「動物に
無用な苦しみを与えた」
容疑で彼女を起訴した。
メアリーは、
自分の行
動をふりかえって、
「ひどいことをしたと反省します」
と言ったとか。
この
事件を教訓に、
『ふざけて』
動物をいじめる人がなくなってほしいもの。
10月に富山で起きたあわれな犬のケースは
『おふざけ』
ではすまな
い——首まで生き埋めにされた犬が運河の土手で発見されたんだ。
通
りがかりの人が消防に通報し、
消防署員と警察官が30分がかりで犬
を掘り出した。
それにしても、
体重30キロのアキタ系ミックスが、
体に砂
をかぶせられても、
じっとしていたとは信じられない。
事件がメディアに
大きく取りあげられるとすぐに、
犬を引き取りたいとの申し出が殺到し
たとか。
でも、
残念ながら、
「つないでいた飼い犬が逃げ出したんです」
と
73歳の男性が名のり出た。
警察は、
「犯人をさがしている」
と言っている。
法律では
「動物虐待は
50万円以下の罰金」
だから。
でも、
警察のヒトがこの件を追い続けると
は思えない… だって、
『お忙しい』
警察にとって、
動物虐待なんか二の
次でしょう。
テレビにうつった姿を見ると、
かわいそうに、
犬はひどい皮
膚病にかかっている。
すぐに治療が必要なのに、
明らかに注意を怠った
飼い主のもとに返されるなんて。
これも虐待だよ。
事件の犯人かどうか
は別として、
飼い主のおじさんも
「飼育放棄」
容疑で起訴されるべきじゃ
ないの。

security cameras outside their home which is how Mary Bale got

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

to have this exhibition at such a fantastic venue where

A

ats get a raw deal everywhere it seems. Even in Britain, a na-

desperate need of veterinary treatment, could be returned to an
owner who was obviously neglecting it, is tantamount to cruelty.
The owner too, whether or not he was the perpetrator of this crime
should be prosecuted for neglect.

Tokyo ARK has had some changes in the last few months, with Junko Kanegae, new Tokyo ARK Director,
replacing Briar Simpson who returned to her home in New Zealand to take up a position at Wellington SPCA.

Junko Kanegae had adopted five ARK dogs altogether, with three of them now living in the States with her two daughters. She, her husband and another daughter
live in Tokyo. Although Tokyo ARK has no shelter, animals being sent up by air and kept in foster family homes until adoption, the office is busy with arranging events,
fund-raising and raising ARK's profile in the Kanto. At present there in one full time staff with several part-timers and volunteers. We would like to thank all the wonderful
volunteers who have supported Tokyo ARK in the past and hope they will continue to help us.

photo exhibition was held for a week at the Ashita no Hako gallery
in Osaka - Many thanks to the gallery owners, Mr and Mrs Kuma-

gaya, for offering this space and to Kyoko Harada for lending her photos
of ARK animals.

東京アークからのお知らせ

東京アークで、
この度、
職員異動がありました。
ブライア・シンプソンがウェリントンSPCAに就職するた

めニュージーランドに帰国し、
かわって鐘ヶ江順子が新代表に就任。
彼女はこれまでに、
合計5頭のアー

ク犬を引き取ってくれた経緯があります
（その中の3頭は２人のお嬢様とともに米国暮らしをしています）
。
イベントの企画、
資金集め、
関東エリアでのアーク
紹介など、
オフィス業務は多忙をきわめています。
現在、
常勤職員１名と数名の非常勤職員、
それにボランティアさんが手伝ってくれています。
これまで東京

アークのを支えてくださったボランティアの皆様、
サポーターの皆様、
今後ともよろしくご支援いただきますよう、
心よりお願い申し上げます。
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ゆっくり休んでね、
マヤ

マ

ヤは、
これまでアークで暮らした犬の中で“長寿犬№1”として有名

でしたが、2010年10月2日、23年半の長い生涯を終えました。
マヤ

Maya Story

M

Extract from
"ARK Tails" Weblog

aya has achieved fame at ARK for being the longest living dog we
have ever had here. She passed away on 2nd October 2010 at the

For seven years, this Akita dog served as the watchdog for

ripe old age of 23 and a half. Maya

a factory. Although he was a watchdog, the factory work-

の人に飼われていた11頭の犬グル

came to ARK as part of a group of

ers took good care of him. However, with the closure of the

は、大阪の玉造公園でホームレス
ープの中にいました。九州へ帰るこ

11 dogs kept by a homeless man

factory, there was no one who could take Atlas. That is how

とになったその人は、犬を手放さ

in Tamatsukuri Park in Osaka, who

and why Atlas came to ARK.

ざるを得なくなったのです。2002年

had to give them up as he was mov-

3月、アークが犬たちを救出したと

ing back to Kyushu. At the time of

Although he looks big and strong on the outside, Atlas is

き、15歳のマヤは最年長でした。晩

their rescue in March 2002, Maya

easy to get along with and friendly. He loves playing with

工場の番犬だったアトラス
Atlas, the Former Factory Watchdog

７年間、
工場の番犬として暮らしてきた秋田犬がい

ました。 番犬とはいえ、
従業員達には可愛がっても

らっていたそうです。
しかし、
工場が閉鎖されること
が決まっても、
誰一人、
彼を引き取る人はいません

でした。
それが、
アトラスがアークへやってきた経緯
です。

大きくて強面の見た目とは裏腹に、
気さくで人懐こ

いアトラス。
おもちゃで遊ぶのも大好きで、
お気に入

年のマヤはアークのオフィス住まい

was the oldest at 15. In her final

toys, and takes his favorite toys to the back of the shed for

で、いろんな人と出会って挨拶する

years she lived in the office, meet-

himself. “Hee-hee!”

りのおもちゃは小屋の奥で独り占め。
「えへ。
」
お散歩だって大好き。

ing and greeting people, and probably this easy going life contributed

He loves walks too. When there’s not enough time and

のかもしれません。お疲れさま、マ

to her longevity. Sleep well Maya,

we return on the short course, he says, “No!” and the staff

ヤ。
ゆっくりお休みなさい。

you've earned your rest.

doesn’t know what to do. But then there are times when

時間がなくて短いコースで帰ろうとすると
「イヤ

ッ！」
と言ってスタッフを困らせています。

それでいて自分の気が乗らない時は、
こちらが長い

he’s not in the mood and refuses our offer to take him for

多

くの皆様がすでにご存知のことと思いますが、
「動物の愛護及び管理に関する法律
（動愛法）
」
の次期改正
（2012年）
に向
けた会議がスタートしました。
現行法がしっかりと遵守され、
足りない部分を補い、
真に実行力ある法律となって動物を護
るものとなるよう、
一般社団法人FreePets (http://freepets.jp/)では、
賛同してくださる方々の署名を集めておられます。
ご賛同
いただける方は、
ぜひご協力ください。
請願内容は、
下記の12点です。

FreePetsの
署名活動に
ご協力を
Petition for revision of
Animal Protection Law

ness and longing for companionship that he’s feeling.

それも普段の寂しさや人恋しさの裏返しかも。

He’s already in his senior phase and has weakness in the

もうすっかりシニア期ですが、後肢の関節が弱っ

joints of his hind legs, but has no other health problems and

ている他は、特に健康上の問題はなく、
まだまだ

is still very energetic.

元気いっぱいです。

Despite the sudden move to the shelter at this age, he is

突然のシェルター暮らしを強いられながら、
この

friendly to everyone. Living as the factory’s watchdog for

年齢で適応し、人見知りもしないで誰にでもフレ

seven years, Atlas now lives as ARK’s dog. It is heartbreak-

ンドリー。７年間、“工場の番犬”として生きてき

ing to think that his life will end at ARK, without having a

て、今ここに、“アークの犬”として暮らすアトラス。
を終えるのは、
あまりにも切ないです。

If it were you…
Would you want to live alone in a nursing facility?

あなただったら･･･

If it were me, even with a little disability, I would want to live

孤独でも、完全看護の病院で1日でも長く生きた

out the rest of my days with people I love.

いですか？ 私なら、
少しの不自由があっても、
愛
する人のそばで暮らしたいな。

Thanks to London JAWS
London JAWS (Japan Animal Welfare Society) in donating once again
essential veterinary products to keep the animals at our shelter healthy.
Thank you all very much.

ご支援ありがとうございます！

JAWS
（日本動物福祉協会）
ロンドン支部からの度重なるご支援

に、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。

皆様の声をお聴かせ下さい。
Chance to give us your opinion

アーク事務局では、
アークに対するに皆様からのご意見をお待ちしていま
す。
アークのメンバーやサポーターの方々に限らず、
どなたからでも受け付

けています。
アークに対するご要望、
ご意見など、
皆様の率直な声をお聴か
せて下さい。
皆様から頂いた貴重なご意見は、
今後のARKの活動の参考

とさせて頂きます。
FAX、
メール、
または封書にて、
ARKの事務局まで皆
様の声をお寄せ下さい。

ARK wants to hear from you. Please send us your comments, suggestions. We want to include everyone in our activities. Please send
by fax, letter or email to ARK.

ONE LOVE WALK

ONE LOVE ウォーク in TOKYO 2010
米国では、
ノミ・ダニ予防薬FRONTLINEのメーカーであるMerial社

が、
Dog Time Media社と連携して、
昨年、
「犬猫救済キャンペーン」
を
始めました。
ねらいは、
保護犬の里親制度を促進し、
飼い主のない動物

の窮状を人々に訴えようというもの。
Facebook(フェースブック)を通じ

てキャンペーンに参加したペット愛好家が300万を超える保護犬の
「バ

ARK would like to offer its appreciation and thanks for the generosity of

誰の家族にもなれないまま、
アークでその一生

family of his own.

ーチャルフォスター」
として契約するなど、
里親募集中の保護犬に衆目

を集める成果を上げました。

日本でも、
この度、
メリアル・ジャパン㈱が日本全薬工業㈱、ONE

BRAND㈱とともに同様のキャンペーンを始めました。2010年9月
26日、
ONE BRAND 主催のイベント
「ONE LOVE WALK」
が東京の
代官山で開催され、
大勢の愛犬家が飼い犬と一緒に参加しました。
昨

今、
東京近辺ではファッショナブルな愛玩犬が目につきますが、
このイ

ベントは、
里親を求める保護犬のことをアピールする得難い機会となり

ました。
メリアル㈱は保護活動支援のため800万円に上る寄付を約束

し、
アークを含む複数の動物保護団体が寄付金をいただくことになりま
した。
ONE BRAND㈱ 様、
ありがとうございました。
あわせて、
このイベ
ント推進に協賛されたGreen Dog 様 をはじめ、
多くの企業様に感謝
申し上げます。

WINTER 2010

WINTER 2010

1.
「動物の愛護及び管理に関する法律」
の名称を
「動物保護法」
に変更する
2. 動物の所有者又は占有者は5つの自由を遵守する
3. 動物虐待の定義づけの見直しと細分化
4. 虐待の早期発見及び予防と防止の強化
5. 動物取扱業の規制強化と、
法の適切な執行
6. 多頭飼育を登録制とする
7. 実験動物に関する規制を見直す
8. 畜産動物に関する規制を見直す
9. 罰則規定の強化を含む政策の一層の強化・推進
10. 保護収容施設の運営基準を設ける
11. 法第4章第35条の見直しを行う
12. 殺処分の執行手続きの改善

お散歩に誘っても拒否ってみたり。
。
。

a long walk… Maybe this is just the opposite of the loneli-

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

など、のんびりと暮らしていました。
この気楽さが長生きの秘訣だった

上記文章は簡略版です。
全文につきましては、
FreePetsのHP
（http://freepets.jp/）
をご覧ください。
署名用紙もこちらからダウ
ンロードしていただけます。
パソコンが無い方やうまくプリントができない方は、
ARK事務局までご連絡ください。
郵送にて、
署名
用紙と要項をお送り致します。
2010年12月31日が締め切りです。
目標は５万人。
現行の動愛法には曖昧な表現が多く、
現場では意味を成さないことも多々
あります。
より意味のある法律にするべく、
市民の意思を届けましょう。
沢山の方のご協力をお願い致します。
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ブログ
「アークなしっぽ」
より

L

ast year in the USA, Merial, the makers of FRONTLINE, (vet's No.1
choice for flea and tick protection) partnered with Dog Time Media,

the largest online media community focusing on pet owners, to launch a
Save a Dog /Save a Cat campaign to promote adoption of shelter animal
and draw much needed attention to the plight of homeless animals. By
joining the campaign through Facebook, pet enthusiasts pledged to become 'virtual fosterers' of over 3 million shelter animals, thus providing
valuable exposure of shelter animals looking for adoption.
Now Merial Japan has launched, together with Nihon Zenyaku and
One Brand, a similar campaign here. On September 26th 2010, One
Brand held a One Love Walk event in Daikanyama, Tokyo, which drew
in many dog lovers with their pets. Although fashionable small breeds
predominate around Tokyo, this event gave valuable exposure to rescued
animals in need of homes. Merial has generously pledged ¥ 8 million to
be divided between rescue groups, including ARK, to support their work.
Many thanks to One Brand, and companies like Green Dog for promoting
this event.
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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
２・３・８・２１日 ColorZooさん ARKにボランティア派遣
７日
２７日

9月

帝京科学大学の学生１４名 ARKを訪問

WINTER 2010

出張授業
（横浜山手学院にて）

１７日

日本聴導犬協会 ARK訪問

１８日

日本サムソンさん ARKにボランティア派遣
ARKティーパーティー
（イギリス大使館にて）

２６日 「ONE LOVE ウォーク in TOKYO 2010」に参加
１日

オリバー出張講義
（甲南大学にて）

２日

日本サムソンさん ARKにボランティア派遣
George Osaka にて里親会

１３日

オリバー出張講義
（神戸女学院大学にて）

１６日

松島トモ子さん ARKを訪問

１７日

ARKサポートフェア
（奈良のFiled Noteにて）

２０日

大阪インターナショナルスクール ARK訪問

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

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

※ 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

アークは非営利・非政治の私設団体
です。活動費用のいっさいはメンバ
ーの方々の会費や一般からの寄付
によって支えられています。

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

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

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、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

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。

ださい。
よろしくお願い致します。
アーク事務局

ハロウィーンパーティー in 篠山

ARKで必要とするもの
犬用 処方食 (h/dドライ, d/dドライ, c/d,
i/d, phコントロール, スキンケア系ドライ、
消化
器サポート)、缶詰、
おもちゃ、
ハーネス
（両足を

Things we need

Dog : c/d, i/d, h/d, ph control, canne food, toys,
beds, bitter appleThings
spray

we need

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

通すタイプ）
、
ベッド、
ビターアップルスプレー

canned food, kitten food, toilet sand, scratch-

猫用 子猫用フード
（缶詰・パウチ・ドライ）
、処

ing boards, toys, Katsuobushi

方食(w/dドライ, r/dドライ, p/hコントロール

General: antiseptic soap for hands, mineral

のパウチ&ドライ)、
フロントライン、 成猫用缶

water, pet sheets, tissue paper, toilet paper,

詰＆ドライフード、
肥満猫用フード、
おもちゃ、
爪とぎ、
猫用ベッド

blankets, 45l garbage bags, bedding plants for garden, bulbs, printer

一般：デッキブラシ、柄の長いほうき、
ブリキのバケツ、
タオル・バスタオル
（使い古しでもOK）、

ink for Canon iP4700 & Epson PM-G4500, rain boots, washing pow-

古 新 聞（ チラシを 除く）、布 ガ ム テ ープ 、４５L ゴ ミ袋 、ハイター 、キッチンペ ー パ ー 、

er/detergent, gum tape, blankets, kairo hand warmers, replacement

粉末洗剤または粉石鹸、プリンターインク（Canon-iP4700／EpsonPM-G4500用）、

head for clippers, kerosene fan heater, towels (large & small)

バリカン替え刃（ SPEEDIK１mm〜６mm）、毛布、カイロ（24時間用・貼らないタイプ）、
石油ファンヒーター、植物の球根
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Tel: 072-737-0712
Fax: 072-737-1886
************************************

スポンサー制度 ARK Sponsors

３０日〜 大阪でARK写真展
（ギャラリー
「あしたの箱」
にて）
３１日

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

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。

オリバー出張講演 (帝塚山学院泉ヶ丘高校にて）

10月

00970-9-58799

アークをご支援下さる皆様方へ

寝屋川の猫２３匹レスキュー

１０日

２３日

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

サンクチュアリファンド Sanctuary Fund

George Osaka にて里親会

３-５日 阪急梅田駅にてARK写真展
７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?

8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

