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私たちに働く大きな力には外部の力と内部の力がある。
竜巻、
地震、
洪水、
災害、
病気、
痛みなど外的な力に対して、
人は無力に等しいもの。
重要なのは内部の力であり、
内なる災厄にどう対処すべきかが
問題なのだ。

There are two big forces at work, external and internal.

レオ・バスカーリア

Leo Buscaglia

We have very little control over external forces such as
tornadoes, earthquakes, floods, disasters, illness and pain.
What really matters is the internal force.
How do we respond to those disasters?



Saving lives, the aftermath of the Tohoku earthquake and tsunami

I

Elizabeth Oliver

We appeal to the Government as follows:

Kobe in the Kansai. In one year we took in 600 animals; dogs and cats but

1. That people are allowed to take out pets from the 20k zone or that le-

also rabbits and birds. We thought we would never again experience such a dis-

gitimate animal welfare organizations be allowed to go in there and rescue

aster. But we were wrong. On 11th March this year, 2011, a far more devastating

animals.

disaster hit the Tohoku region of Japan. Not only was there the earthquake, one

2. Since animals are not allowed in evacuation centres (due to other evacu-

of the severest on record, but this was followed by a tsunami which came in with

ees either disliking pets or being troubled by them) , some facilities should

ferocious speed six miles inland, sweeping all in it's path; lives, houses, cars,

be provided nearby (possibly in evacuation centre car parks), in walking

shops, whole towns and of course many animals. If this wasn't enough, there

distance, (people mostly don't have cars) , where people could care for their

followed a more sinister disaster, one we couldn't see or smell; radiation from

own pets. This would involve setting up tents with shading, and circles or

the stricken nuclear power plant at Fukushima. People were evacuated, thinking

large cages inside to separate animals. (Probably dogs/cats and others

it was only for a few days but now all hope of returning is gone. They left eve-

would have to be in separate areas) . However there are 2000 evacuation

rything behind; their valuables, documents and their pets. Some set their pets

centres in Fukushima Prefecture alone, some small scale but other housing

free, putting their name on their dogs' collars but other were left tied or in cages.

10,000 people. All in all, the more that owners can remain with and care for

These died a lingering and painful death from starvation and dehydration. On

their own pets, the better. For the animals, they are less stressed and more

farms, horses, cattle, pigs and chicken suffered the same fate.

relaxed being cared for by someone they know, and for the owners, it is very

Animals being left without food or water, to die of starvation and dehydration,

therapeutic to have and hold and care for something they love.

is a man-made disaster. We may not have been able to save animals from the

3. An alternative would be for the Government or Prefecture to provide land

earthquake or the tsunami but we could have prevented them from dying like

where prefabricated buildings could be put up. However we are now en-

this. The pressure is growing at this present time, fuelled by animal lovers and

tering the hottest time of the year and cooling facilities or adequate shade

organisations, both within Japan and around the world, on the Japanese Gov-

must be put in place too. If evacuees could not care for their own pets due

ernment, to allow rescue workers into the 20k area around the nuclear reactor,

to distance or transport, then members of the veterinary association should

to go in and try to save as many animals as possible and to euthanise those

manage these facilities with the help of volunteers (as was the case at the

which are beyond help. It is a formidable task and one that needs the help of

time of the Kobe earthquake in 1995.) Cramming animals into cages but fail-

all animal welfare organisations based in Japan, and possibly from outside, to

ing to give them proper care and health checks, is not the answer.

achieve.
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995年1月、
関西は神戸と周辺地域で大地震が発生しまた。
この阪
神淡路大震災後の1年間に、
アークは600匹の被災動物
（犬猫以
外にウサギや鳥も）
を受け入れました。
あれほどの大災害を再び経験す
ることはないと思われたのに、
今年3月11日、
東北地方でさらに壊滅的
な災害が起きたのです。
今回は、
記録的大地震だけでなく、
次いで、
大
津波が猛スピードで10kmも離れた内陸にまで押し寄せ、
人命、
家屋、
車両、
店舗、
町並みをなぎ倒すなど破壊の限りを尽くし、
当然ながら、
数
知れぬ動物をも巻き込みました。
悲劇はそれだけではなく、
目に見えず、
匂いもない不気味な災厄――損傷した福島原子力発電所から出る放
射線という有害物――が追い打ちをかけました。
住民はほんの数日間
のつもりで避難しましたが、
今やいつ帰宅できるかもわからぬ状況で
す。
何もかも家に残したまま――貴重品も、
重要書類も、
それに、
ペット
も。
飼い主の名前を首輪に付けて放されたペットもあれば、
つながれた
り、
ケージに入ったままの動物もいました。
彼らは、
飢えと脱水症で衰弱
し、
苦しみながら死んでいきました。
農場では、
馬、
牛、
豚、
鶏が同じ運命
をたどったのです。
動物が餌も水も与えられずに餓えや脱水症状で死に追いやられるな
ら、
それは人災です。
地震や津波から動物を救うのは不可能だとして
も、
このような悲惨な死は防げたのではありませんか。
今、
日本国内、
お
よび、
世界中の動物愛好者・動物愛護団体を先頭に、
日本政府への要
望が高まっています。
福島第一原発から20km圏内の警戒区域にレス
キュー隊が入って、
可能な限りの動物を救出し、
助かるすべのない動物
は安楽死できるように許可を求めています。
これは大変な作業で、
実施
には国内だけでなく、
海外の助けも借りるなど、
すべての動物愛護団体
の協力が必要でしょう。
日本政府に対する要望書の趣旨は次の通りです：

２．
（動物嫌いの人への配慮、
また、
迷惑がかかるという理由から）
ペッ
トを避難所に同伴できなくても、
飼い主がペットを世話できるように
（
避難所の駐車場など）
すぐ近くに動物用の飼育場所を用意する。
（車の
ない人も多いため、
歩いて行ける距離が望ましい。
）
日よけになるテント
を設営し、
中にサークルか大きなケージを置いて、
動物を数匹ずつ収容
するのも良い。
（犬・猫・その他の動物は分けること。
）
避難センターは福
島県だけでも2,000か所以上に上り、
小規模なものから1万人が暮らす
施設まで様々であるが、
一般的に、
飼い主ができるだけ長くペットのそ
ばで面倒を見られるのが望ましい。
気心の知れた人からケアを受けれ
ば、
動物はストレスを感じることなく、
リラックスできる。
飼い主の方も、
愛するものに寄り添って世話をすることで健康にプラス効果が得られ
る。

４．
家畜の場合、
輸送も困難だし、
深刻な問題である。
飢えのため死に
かかった動物は、
所有者の同意を得て――所有者が不明の場合は同
意がなくても――安楽死させる。

５．
原発から20km圏内のペット
（犬猫）
が生き延びている場合…放さ
れた犬猫の多くが生きていると思われるが…さらなる災厄が待ち受け
ている。
すなわち、
彼らが繁殖して何千匹もの野生犬猫が発生し、
半年
後…それ以降も、
自治体当局が対応を迫られることになる。
今、
放浪中
の犬猫を捕えることはできても、
将来、
野生化した子孫を捕獲するのは
不可能に近い。
東北地方は大阪から遠く離れているため、
動物をアークまで輸送す
るのは大変なこと。
東京アークが、
ボランティアの力を借りつつ、
被災動
物を羽田空港まで運び、
空路大阪へ……大阪アークのスタッフが伊丹
空港に出迎えるという手順をとりました。
アークに保護された動物は、
数日のうちに、
健康チェック、
血液検査、
予防接種、
マイクロチップ埋め
込みを実施し、
さらには、
避妊・去勢手術を済ませます。
（残念ながら、
ア
ークが受け入れた動物の多くがフィラリア[＝心糸状虫]検査で陽性を
示しており、
マイクロチップ処置も不妊手術も済ませていません。
）
動物
の写真と救助された場所などの詳細は、
アークのホームページと、
ペッ
トが飼い主と再会できるように設けられたサイトに掲載されます。
おか
げで、
何人かの飼い主さんが判明し、
すでに東北の家族のもとに戻った
犬たちもいます。
震災で打撃を受けたご家庭に対して格別の配慮が必
要な今、
人々がペットとの暮らしを取り戻すための支援が不可欠です。
私たちは自然災害の予知・予防はできなくても、
そのような緊急事態
に備えることはできます。
具体策として：
＊災害時に離れてしまった動物の飼い主追跡に役立てるため、
すべて
の犬猫に全国的標準処置としてマイクロチップ登録義務化を求める。
さ
らに、
すべての犬には飼い主と連絡がとれる電話番号を記したタグを
首輪に付けること。
＊日本各地に災害時に備えた人間用の避難センターが用意されている
が、
同時に、
動物用にも必要物を備えた緊急避難施設を確保すべきで
ある。
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１．
原発から２０km圏内の避難住民がペットを連れ出すことを認める。
あるいは、
然るべき動物愛護団体が区域内に入って動物を救出するの
を認めること。

３．
別の案として、
国／県が仮設動物避難所を建てる用地を提供する。
ただし、
猛暑の季節に向かうため、
冷房設備、
または、
十分な日陰が欠
かせない。
遠すぎる・交通手段がないなどで、
飼い主がペットを世話で
きない場合、
獣医師会が
（1995年の阪神大震災時と同様）
ボランティ
アの手を借りて施設の管理にあたる。
ケージに動物を詰め込んだり、
適
正なケアと健康管理を怠るような事態は避けなければならない。
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n January 1995, we experienced a terrible earthquake in the area around

日本大震災被災地の「いのち」
を救うために

阪神淡路大震災時、
動物のために県に寄せられた支援金の多くが未
活用に終わった経緯もあり、
私どもは、
各都道府県に動物用の緊急避
難施設が必要なことを提案してきました。
阪神淡路大震災から教訓を
学んだはずなのに、
動物に対する緊急避難施策は進展していません。
緊急時の動物救援に関する限り、
依然として、
行政はアークのような民
間組織に頼っているのが実情です。



Thanks for all your help

(from Page 2)
4. Livestock are also a problem and not easily transported. Any that are

has been shattered by this disaster needs extra help and reuniting people

dying of starvation, should be euthanized, with the owner's consent or

with their pets in the best way to achieve this.

without if the owner cannot be found.

We at ARK would like to express our deepest thanks to the many people and
organisations, both here in Japan and around the world, for their generosity in
sending donations to aid the rescue and care of animals affected by the devastat-

5. If pet animals (dogs and cats) within the 20k survive, and many that

We cannot predict, nor prevent natural disasters but we can prepare

ing Tohoku earthquake and tsunami. We will be publishing a full financial report in

are free probably will, there is a huge disaster still to come, as these will

for such emergencies.

breed and produce thousands of feral animals which the local govern-

* Microchipping should be a nationwide standard procedure for all dogs

Both Tokyo ARK and our shelter in Osaka have been involved in rescue efforts

ment, six months or more down the track will have to deal with. At present

and cats in order to assist in identifying owners of animals separated in

since March 11th. But since Osaka is far from Tohoku which is located in north-

the free dogs and cats are fairly easy to catch but once they produce feral

such situations. In addition all dogs should have a tag on their collars giv-

east Japan, the logistics of bringing animals here have been immense. Some

offspring, they will be impossible to catch.

ing their owner's contact phone number.

animals have actually made the journey twice, the return for them to be reunited

* Throughout Japan, evacuation centres are kept in a state of prepared-

with their families. Costs have included; transport (petrol, highway tolls, air flight

ness for people in cases of disasters but these should also incorporate

charges), staff (accommodation, living expenses, salaries) animal care including

facilities for animals with supplies for them as well.

veterinary costs (vaccinations, blood testing, microchipping, registration, neuter-

Since Tohoku is so far from Osaka, the logistics of bringing animals
here has been great. We have had the volunteers, meeting up with To-

our next newsletter due out in the autumn, since rescue is still on-going.

kyo ARK who transport animals to Tokyo Haneda to be flown to Osaka

ing, vet's salary, special medication or surgery, plus food). We also sent supplies

お力添えありがとうございます
今回の東北大震災において被災してしまった動物たちの救助活動に対し、ア

ークは国内外の組織、
またたくさんの個人の方々から、多大なご寄付をいただき

ました。
この場をお借りして、
心より感謝を申し上げます。
まだ保護活動は継続中

のため、
この秋に発行予定の、
次号ニュースレターにて、
すべてのご寄付と内訳の

ご報告をさせていただくつもりです。

東京アークと大阪アークともに、
3月11日より救助活動に携わっております。
し

かし、
大阪は東北からとても離れたところに位置しているため、
動物たちを大阪

のシェルターまで輸送することに膨大な労力がかかりました。
何匹かの動物は、
彼らの家族と再び一緒に暮らすために、
２度の長旅を強いられました。

活動費用には、
輸送費
（ガソリン代、
高速料金、
飛行機代）
、
スタッフ
（宿泊、
生

活費、
給料）
、
獣医の施術を含む動物保護
（ワクチン接種、
血液検査、
マイクロチ

ップ挿入、
畜犬登録、
不妊・去勢手術、
獣医への報酬、
特別な治療や手術、
フード

等）
が含まれます。
また、
東北で動物救助活動を行っている方々へ、
フードやグッ

ズ、
お金などの支援を行いました。

(approx. US$ 610, GBP 379) in the short term.

金額を、
一匹あたりおおよそ5万円と見積もっています。

of animals, never happened. It is still down to private organisations like

Number of animals as of 24th May 2011

2011年5月24日までの動物の数

ARK to pick up the pieces.

Dogs: Osaka ARK 90 Tokyo ARK 47

At the time of the Kobe earthquake, we suggested that emergency fa-

animals are health checked, blood tested, vaccinated, microchipped and

cilities for animals be provided in each prefecture, especially as so many

neutered. ( we have found that, sadly, most of the animals coming in here,

funds donated to the prefecture for animals, went unused. Although some

have tested positive for filaria (heartworm), and are neither microchipped

lessons were learnt from the Kobe disaster, preparedness for evacuation

nor neutered.) Their photos, with details of where they were found is put
on our homepage and on other links set up to reunite pets with owners.

We estimate the cost of rescue and care for one animal to be around ￥50,000

アークでは、
この短期間において、
動物をレスキューし、
ケアするためにかかる

犬： 大阪アーク 90匹、東京アーク 47匹
猫： 大阪アーク 6匹、東京アーク 10匹

Through this we have been able to find owners and some dogs have

Cats: Osaka ARK 6 Tokyo ARK 10

already been sent back up north to be with their family. Each life which

Others: one guinea pig, one masked love bird

その他：モルモット1匹、オカメインコ1羽

Your continuing help and support is greatly appreciated.

皆様の多大なるご支援、
お力添えに心より感謝致します。

Animals from Tohoku
Dynamite ダイナマイト

Kuri クリ

Elizabeth Oliver ARK

THANK YOU!

エリザベス・オリバー

Stories

D

og saves owner

One little dog saved a woman from the tsunami. When the power went

飼

い主を救った犬

小さな一匹の犬が、
ひとりの女性を津波から救いました。
地震の揺れがおさまったとき、

out following the earthquake, 12 year old Shih-Tzu, Babu started behaving

12歳のシーズー・バブは、
散歩の時間でもないのに外に出たいとおかしな行動をとり出した

strangely and insisted on going out even though it wasn't walking time. His 83

そうです。
83歳の飼主は、
彼を外へ連れ出しました、
そして彼はいつもの散歩コースではな

year old owner decided to take him out anyway and he began to pull her in a

く、
彼女を丘の上へと続く道へと引っ張って行ったそうです。
バブはどんどん彼女をひっぱり

direction uphill away from their usual walking route. The dog was agitated and

続けました。
そして彼女が後ろを振り返ったとき、
波が、
来た道や彼女の家さえも何もかも破

kept pulling the woman along. As she looked back she could see the wave

壊しているところを見たそうです。
彼女は、
犬が自分を安全なところへ連れ出そうとしている

devastating everything in its path, including her home. She credits the dog for

ということを確信したそうです。
彼らは今、
避難所で一緒に暮らしています。

getting her to safety. They are now living together in an evacuation centre.
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Kismet キスメット

東北から来た動物たち

THANK YOU !
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to people working for animals in Tohoku (food, goods and money) .

Itami. We then pick them up from there. Within a couple of days these

漂

流犬、
飼主の元へ

True Blue トルゥーブルー

Kussa クッサ

Moru モル

S

ea Dog Rescue

Three weeks after the earthquake and tsunami, Japanese coast guards

大震災の3週間後、
行方不明者を空から捜索していた海上保安庁救難隊が、
気仙沼沖を

漂流するガレキの屋根に犬がいるのを発見。
ヘリコプターの音に驚いて、
犬が屋根の下にか
くれてしまったため、
巡視艇からの救助に切り替えました。
無事保護された犬は、
つらい体

searching for possible survivors and bodies in the sea off Kesennuma, saw a

験に震えてはいたものの、
人なつこく、
与えられた餌を食べたそうです。
救助の模様を撮影し

dog scrambling about on the roof of a house that had been washed away. The

た映像は世界中に流れました。
翌日、
「うちのバン
（2歳の雌犬）
にちがいない」
と女性が名乗

dog frightened by the noise of the helicopter, disappeared under the roof so the

り出ました。
涙の再会シーンがテレビ報道されましたが、
ご主人に会えた犬はしっぽを振っ

coast guards decided to rescue it by boat. Once on safe land, the dog although

て大喜び。
バンが津波に流さ

shaken by its ordeal, appeared friendly and accepted food. The video of its

れながら、
3週間も食べ物な

rescue was aired around the world. The following day a woman came forward

しに生き延びたのは、
まさに

saying it was her dog, a two year old female called BAN. In a tearful reunion

奇跡です。
屋根の下のどこか

shown on TV , BAN was overjoyed to see her again. It was indeed a miracle

で水を飲んでいたと思われま

that BAN could survive, not only the tsunami but also three weeks without

すが、
そうでなければ、助か

food. There must have been some water somewhere under the roof, other-

らなかったでしょう。被災地

wise she would have died. A really moving story to come out of this disaster.

から発信された感動のドラマ
でした。





Tohoku rescue
Starting out. 能勢を出発

"Please save me" 「私も助けて。
」

in evacuation center 避難所で
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Roadside rescue 道ばたのレスキュー

at the airport 空港にて

Puppy too. 子犬も。
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Where to start rescue? どこからレスキューを始めたらいいのか？

Loaded van トラックに積み込む
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A/C Numbers
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RSPCA 国際協会員
WSPA会員

送金方法のご案内

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

郵便局 Post Office：

®

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

Calling ARK?

サンクチュアリファンド Sanctuary Fund

●

大規模レスキュー基金

00900-0-151103

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

00970-9-58799

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

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

00970-2-267840

三菱東京UFJ銀行 日生中央出張所
Tokyo-Mitsubishi UFJ Bank (Nissei Chuo
branch) (普) 5288059
特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

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。

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

東京糸井重里事務所様来訪

東京アーク Tokyo ARK:

Tel/Fax: 050-1557-2763

email: TokyoARK@arkbark.net

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

アークをご支援下さる皆様方へ

20日 George Osakaにて里親会
24、
25日 専門学校生見学会
渋谷にてボランティアによるチャリティパーティ開催

6日 神戸GreenDogにて里親会

Special edition 2011

15～20日 表参道Gallery80にて写真展
「Moving to the Future」
開催
15、
16日 「ほぼ日刊イトイ新聞」
にアーク訪問レポート掲載
19ー22日、
24ー27日 スタッフ＆ボランティア宮城県へ物資支援
および動物の預かりを実施
28日 東京アーク代表J-WAVE出演
29日 朝日新聞にアーク取材記事掲載
オリバー＆スタッフ福島県原発避難区域にて放浪犬猫保護活動

13ー19日 スタッフ福島県原発避難区域にて放浪犬保護活動

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

14日 雑誌
「WAN」
オリバーインタビュー記事掲載

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。

17日 George Osakaにて里親会
23日 日英協会チャリティバザー参加
27日 雑誌
「クロワッサン」
取材

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

ARK DIARY

４月 6ー10日

●

for Earthquake animals

Visiting ARK?

３月 4日

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

Large Scale Rescue Fund

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

２月 5日

●

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。

28日 被災ブリーダーより犬28匹レスキュー

ARKで必要とするもの
犬用

処方食 (c/d, i/d, phコントロール)、
ド

we need

ライフード
（シニア、成犬用・小粒）、缶詰、
おも

dried senior / dog food, premier collars, shampoo, bit-

ちゃ、ハーネス
（両足を通すタイプ）、
プレミア

ter apple spray

カラー、
レインコート
（足を通さないタイプ）、
シ

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

ャンプー、
ビターアップルスプレー

food, Katsuobushi, toilet sand, scratching boards,

猫用

処方食w/d, r/d 子猫用缶詰・パウチ＆

ドライフード、成猫用缶詰＆ドライフード、
おも



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

Things we need

toys, brushes
General: scrub brushes, yard brushes, dust pans,

ちゃ、爪とぎ、
ブラシ、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、
ハイター、動物用包帯

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

（ベトラップ）、水切り用ゴムベラ、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

toilet paper, blankets, 45l garbage bags, bedding plants for garden, printer ink for

ンク
（Canon-iP4700／EpsonPM-G4500用）、
レインコート
（人用）、長靴、植物の苗、洗濯バサ

Canon iP4700 & Epson PM-G4500, notebooks, raincoats, rain boots, washing

ミ
（大）、蓋付き大型ゴミバケツ
（プラスチック製）、布ガムテープ、蛍光灯（FL40SS=４０ワット直

power/detergent, large clothes pegs, large plastic buckets with lids for food stor-

線型を募集。
それ以外のものは使えません）、
よしず（90cm以上）

age, packaging tapes, bamboo screens for shade (over 90cm)

