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“Oh. Auntie. isn’t he a beauty! And is he a gentleman or a lady?”
“Neither, my dear! I had him fixed. It saves him from so many undesirable associations.”
D. H. Lawrence 1885-1930 Puss-Puss

「見ておばさん、
あの子かわいいね！ 男(ジェントルマン)かな？ 女（レディー）
かな？」
「どちらでもないの。
あの子、手術をしたから。
おかげで今後はくだらない社交に出なくてすむのよ」
D.H Lawrence (1885-1930) の詩「 Puss-Puss」
より

A Dream for Homeless Animals

A

アークの夢「サンクチュアリ」建設に向けて

RK has been in existence for 18 years. We have grown steadily, never failing

countryside, mountains and a crystal clear river, we plan to build an animal

in our objective to rescue homeless animals, regardless of age, disability,

sanctuary in keeping with this atmosphere; a place where both people and

health condition or whether they be stray, disowned, or abused. But at the same

animals can relax and enjoy this peaceful atmosphere. We will leave as much of

time we have maintained our standards of animal welfare based on northern

the natural scenery as it is, especially trees and will surround the buildings with

European or British lines, that limit the number of animals we can adequately

lots of greenery; trees and plants. The land covers about 7000 tsubo, 5.5 acres, it

care for in terms of space, manpower and money. If we do not limit ourselves in

ークは設立して18年になりますが、
この間、私どもは、一貫して、
家のない動物の保護を目的として、着実に歩んできました。動物

の年齢、障害、健康状態に関係なく、
また、野良犬猫、捨てられた犬猫、

最初のステップは、土地の購入でした——もちろん、私どもの計画に

ついて地元住民の理解を得ることも不可欠でした。

次の段階として、
シェルターデザインの専門家、
アレックス・ダービ

虐待を受けた動物の区別なく、
すべてを救助するのが原則です。
同時に、

ル氏を英国から招き、
プラン作成を依頼しました。ダービル氏の会社

is flat and sunny with good road access.

するため、
アークのスペース、人的資源、財力の点から無理のない範囲

で主だった動物福祉慈善団体のシェルターをデザインしています。篠山

existence where the animals suffer. Each animal must have adequate space,

The first step was to purchased the land which included the understanding of

に制限しなければ、
シェルターは動物を詰め込むだけの悲惨な“倉庫”と

housing, health checks, veterinary treatment, socialization, brushing and

local people to our plans.

英国をはじめ、北ヨーロッパの方針に沿う独自の動物福祉水準を維持

内に動物数を制限せざるを得ませんでした。私どもの資力に見合うよう

terms of our resources, the organization descends into a hell-hole or warehousing

なり、結局は、動物を苦しめるのです。
すべての動物に、適正なスペース、
居住部屋、健康チェック、医療、社会化訓練、
ブラッシングとグルーミン

grooming, the right diet, exercise and
The next step was to invite a shelter design

basics, we are failing in our job. In these

specialist from the UK, Alex Darvill, to

18 years ARK has taken in 2633 dogs

come to Japan and draw up plans. Alex’s

and rehomed 2169, cats; taken in 1095,

company, AGORA MANAGEMENT designs

rehomed 797 (figures upto June 2008)

shelters for all the major animal charities

plus other animals. All these animals

in the UK, as well as in Europe. Alex’s

have found caring, loving homes which

comment on seeing the land was ‘ this is

have had to abide by our strict rehoming

one of the nicest sites I have ever seen,’

standards. In all our work we have been

a real compliment coming from someone

supported by some wonderful people

with his background and experience.

グ、適切な食餌、運動、不妊手術などをきちんと実施することが不可欠で

す。
この基本原則を徹底しなければ、私どもの仕事は失敗に終わります。

アークは、18年間で、合計2633匹の犬を受け入れ、2169匹を新しい

We plan to build a facility which will

who have enabled us to do this work

include; reception, offices, clinic, isolation

throughout the years.

unit, rooms for probably 200 dogs and
150 cats, a special section for our sponsor

の土地を見た彼は
「私が知る限りで最高の用地だ」
と絶賛しました。豊

富な経歴と経験を持つ専門家からのほめ言葉は、私どもにとって何より

の励みです。

私どもが計画しているのは、受付、オフィス、診療所、隔離棟、犬

200匹、猫1５0匹の居住部屋、
スポンサーアニマル専用ユニット、特別

なケアが必要な犬猫用セクション、
レクチャールームを兼ねた研修セン

家庭に送り出しました。
猫は、
1095匹受け入れ、
797匹に新しい譲渡先

ター、
その他、滞在者が宿泊できるコテージ、
ドッグランなどから成る施

保護した動物もあります。）
そのすべてが、私どもの厳しいリホーミング

す。
当然ながら、完成までには長期間を要しますが、資金が集まり次第、

を見つけました。
（数字は2008年6月までのもの。
その他、犬猫以外に
基準をクリアした素晴らしい里親さんに譲渡されました。
アークは、私ど

もの方針を理解し、信頼してくださる多くの方々のおかげで現在に至っ

ています。長年にわたり、私どもの活動を支えてくださった皆様に心から
感謝を申し上げます。

who have stuck with us and believed
in us. Our grateful thanks to all those

AGORA MANAGEMENT
（アゴラマネジメント）
は、
ヨーロッパと英国

兵庫県篠山市後川
（しつかわ）
に建設予定の新しい
「サンクチュアリ」
は、

アークが今までに取り組んできたプロジェクトの中で最も大がかりで意

欲的なものです。
より多くの不幸な動物を救う拠点となり、
また、
日本の
動物福祉発展に少なからず貢献できることと期待されます。

animals, another for ‘special needs’ dogs and cats, a training centre which will

and most exciting project that ARK has ever undertaken. It will help us reach out

double up as a lecture room, weekend cottages for people to stay and a dogland.

to help more homeless animals and is major step forward in the development of

We plan to use solar heating and natural light where possible. Of course all this

animal welfare in Japan.

will take time and we will build and extend when funds become available.

しく、
おあつらえ向きの場所だと感じました。

We have the LAND, we have the PLANS now all we need are the BUILDINGS and

This is not just an ARK place, it is a place to be enjoyed by everyone, people and

環境に調和したアニマルサンクチュアリを建設して、人間も動物も落着

the FACILITIES.

animals alike. Will you help achieve our dream? Together we can build a better

徐々に増築したいと考えています。

「サンクチュアリ」
は、単にアークの施設だけでなく、人間も動物も、
だれ
もが等しく楽しめる場所となるでしょう。私どもの夢をかなえるために皆

さまのお力をお貸しください。見捨てられた動物たちの幸せを願う
「理
想郷」
建設に向けて、
ご協力を心からお願い申し上げます。
  

サンクチュアリファンド
郵便振替口座番号 ００９７０−９−５８７９９

私どもは、数年来、
「サンクチュアリ」
にふさわしい用地をさがしてきま

したが、篠山の土地を初めて見たとき、
これこそ、探し求めていた所、
まさ
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Now our new Sanctuary in Shitsugawa, Sasayama, Hyogo prefecture is the biggest

設です。太陽熱ヒーティングや自然光をできるだけ採り入れるつもりで

豊かな自然が残る静かな田園地帯、
山々と清流に囲まれたこの地に、

約7千坪あり、
平坦で、
日当たり良く、
道路のアクセスも便利な所です。

Sanctuary Fund

that THIS WAS IT, the perfect place. Surrounded by natural scenery and unspoilt

P.O. a/c no. 00970-9-58799

宮本マリサ

獣医を必要とするペットのために

りました。

困者のペットのための無料診療所」
で、90年前にひとりの女性の決断か

４万頭の動物を扱うまでになりました。
マリア・ディッキンの使命は、
でき

英国最大の動物医療慈善団体、PDSAをご紹介しましょう。PDSAは
「貧

ら生まれて以来、規定の医療費を払えない貧困者のペットに無料治療を

いた雰囲気の中でくつろげるように、
自然景観、特に樹木をできる限り
残し、建物の周囲には木や植物を配置したいと思います。敷地の広さは

world for homeless animals.
After years of searching for the right piece of land, we knew, when we first saw it,

１年以内に、PDSAはロンドン市内に６つの診療所を構え、合わせて約

です。移動診療車は1975年に姿を消し、海外進出計画も今はありま
せんが、PDSAは、現在、英国各地43か所のペットエイド病院(PetAid

Hospital)にスタッフと設備を擁しています。PDSAのペットエイド・サー

剤室、犬猫のための回復舎、
その他、隔離棟、
レントゲン施設などの最新

設備を誇っています。超音波検査装置、
内視鏡を備え、院外の精密検査サ
ービスもあわせて利用できます。PDSAは、英国にあるすべての動物病院

るだけ多くの病気や傷ついた動物と接触して、責任ある動物の飼い方を

ビスは、登録している開業医院348か所を通じてさらに小範囲の175地

  

ての「移動診療馬車」に改造し、
１人の獣医とともに英国内をくまなく移

268名を雇用しています。今年度は、病気や傷を負ったペットに180万件

第１次世界大戦中、
ロンドンのホワイトチャペル地区でのこと。
マリア・デ

す。1923年までに、
マリアは16のPDSA無料診療所を設立し、
キャンピン

健康状態にあるのを見てぞっとしました。生活困窮者のために、病気や傷

所を
（モロッコの）
タンジールに開きました。1924年までには、遠く日本に

ら出ているのでしょう？ PDSAはNGO（非政府組織）
ですから、市民か

はなく、事実であることがわかりました。私たちの診療域は、
バーミンガム

  

った一般市民からの支援に全面的に頼っています。

はるかに多いのです。無料／低料金医療を受けられるペットの飼い主は、
帯がPDSA援助を受ける資格があるということ。
また、
ドッグズ・トラスト

提供し続けてきました。

ある女性の壮大な夢

ィッキンという一人の社会福祉家が、
その地域の動物が恐ろしく劣悪な
を負ったペットが無料で治療を受けられる診療所をロンドンの貧民街に
開設しようと強く心に決めたのです。

財政的、実際的支援要請はすべて断られても、計画にかけるマリアの決

人々に教育することでした。1921年、彼女は、
ジプシーの幌馬車を１頭立

動しながら、道中で動物を治療し、各地に診療所を開設してまわったので

グカーを無料診療所に使う計画も立てました。
また、海外初の無料診療
まで活動の場を広げていったのです。

現在のPDSA

ガムにあるクィントン・ペットエイド病院の助けを借りて行なっています。

以上の無料治療を、
また、
ワクチン接種や不妊手術など、低料金での予防

毎日が挑戦

処置を20万件以上提供すると予想されます。諸サービスにかかる費用は

およそ4800万ポンド
（約100億円）
に上る見通しです。
この資金はどこか

らの寄贈や遺贈、有志による寄付、小売店などの資金集めパーティ…とい
私は、2000年から、
バーミンガムの
「アストン・ペットエイド病院」
に勤

マリア・ディッキンは1951年に亡くなりましたが、彼女が設立した慈

務しています。
アストンには、獣医師6名、動物看護士7名、看護助手4名、

室の外に掲げられた看板には——「病気の動物を連れて来られたし。動

ために、病気や怪我に苦しむ動物が無料治療サービスを受けられる拠

立されて70年以上たちますが、2006年には、近代的な病院を新築して、

物を苦しめないように。
動物の種類は問わず。
治療費はいっさい無料」
とあ

善団体は発展し、現在も、一般獣医に医療費を払えない生活困窮者の
点を提供し続けています。PDSAは、今や、英国最大の獣医療慈善団体

同様、24時間救急医療を実施していますが、時間外診療は、
同じバーミン

区に及んでいます。現在、PDSAは、有資格の獣医230名と動物看護士

意はかたく、1917年11月17日、
ついに、
「PDSA診療所」第１号が誕生し

ました。
ロンドンのホワイトチャペル地区にある薄暗い灯りのついた地下
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neutering. If we cannot give all these

英国の無料動物診療所 PDSA

2

ア

動物ケア助手3名、
それに、
4名の受付係がいます。
「PDSA アストン」
は設
移転しました。新病院は、診察室６、手術室２、広い準備エリア、待合室、調

私がPDSAに職を求めたときは、
「 1年で、他の職場の何十年より多く経

験できる場所！」
というのが宣伝文句でした。就職してみて、
それが誇張で

中心部に限らず広範囲に及ぶため、個人開業医院と比べて取扱い件数が
国からの住宅費補助受給者に限られます。
つまり、国民5所帯のうち１所

(DogsTrust)の協力を得て、
ホームレスの飼うペットにも無料サービスを
提供しています。

（４Pへ続く）

3

英国の無料動物診療所 PDSA
（３Pより続く）

個人開業医の医療費が高額なため、最近の

英国では、
「ペット保険」利用者が増え、
また、獣

医の多くは、大学病院など、
より高度な専門病

院に複雑な内科／外科患者を紹介する傾向が

１件に要するコストは、平均143ポンド
（約3万

PDSA
ちや、
シェルターから貰われてきた子たちです。

円）
ですが、実際の治療費はこの数字をはるか

これらの飼い主がいなければ、
あの子たちはど

れるなどの交通事故による臓器傷害、
内臓破裂

ったとすれば、
これらの飼い主は病気や怪我に

に超える場合が多いのです。例えば、車にひか
の場合、安定処置とそれに続く治療なら、
たち

こへ行くのでしょう？ もしPDSAが存在しなか

苦しむペットをどこに連れて行けばいいのでし

見られますが、PDSAはそうではありません。
ペ

まち、数千ポンドにも上ります。私たちは予算を

ょう？

い件数が多いだけでなく、多種多様なケースに

必要なものがあれば、費用を度外視してそれを

りませんでした。そして、8年たった今、私は確

ットエイド病院の場合、一般病院に比べて取扱

応える必要があるため、
ときには、過度の努力

を求められます。PDSAのサービス範囲で扱え

気にとめて、節約を心がけます。
しかし、患者に
与えます。
もちろん、予後がおもわしくない患者

に人道的見地から安楽死処置をする場合もあ

る処置や薬は限定されているので、独自に診断

りますが、財政的理由だけで決断することは決

療を維持するやり方を私どもは誇りにしていま

しいことに、
日々そのような決断がなされている

を下し、最適な治療法を選ぶことで高水準医

経験の積み重ねがあり、私の学習曲線も、最初

の１年とその後の数年で急上昇しました。
８年
間で、多くのことを経験してきましたが、同じ動

のです。

無料診療所に登録できる患者は、1所帯に

つきペット3匹までに限られます。私たちは、不

妊手術を含め、責任あるペット飼育者となるよ

物が２つとしてないように、症例も１つひとつ違

う積極的に訴えています。確かに、
良くない飼い

す。

顧客の大部分は善良な人々で、動物を愛し、ペ

います。私にとっては、毎日が新しい挑戦なので

主もいますが、
それは他の所得層でも同じこと。

  

ットの幸せに深く関与しています。
よくある犬種

PDSAが今日までに受けた最大の批判は、
「存

ッフォードシャー・ブルテリアなどですが、年齢、

PDSAが病気や傷で苦しむペットの継続治療

その多くは、危険な状況から救い出された子た

貧乏人はペットを飼うべきか？

在そのものに意義があるのか？」
というもの。

は、
ロットワイラー、
ジャーマンシェパード、
スタ

姿、サイズも様々な雑種にも多数出会います。

信しています——PDSAは存在すべきであり、
実際、存在の必要があると。英国では、日本や
世界の多くの国同様、富裕層と貧困層との格
差がますます拡大しています。一般論として、貧

乏人は自らそういう生き方を選択したわけで

はありません。社会のひずみを反映していると
考えられます。
しかし、
そのことが動物に関係あ

るでしょうか。彼らは銀行の預金高で主人を判

断するわけでなく、それは、私たちも同じこと。
PDSAが今日あるのは皆様のご支援のお蔭で

すから、多数の方が私の意見にご賛同くださる

ことと信じております。

＊PDSAについて詳しく知りたい方は、下記ホ
ームページをご覧下さい。

www.pdsa.org.uk

An introduction to Britain’s largest veterinary charity, the People’s Dispensary

Every Day is a Challenge

for Sick Animals (now simply called PDSA), which was established 90 years

At the time I applied for my job at PDSA, the tagline on the advert was ‘See

ago thanks to one woman’s determination, and which continues to provide

more in a year than most see in a career!’, and this has certainly proved to be

free veterinary treatment and more to pets of those unable to afford private

the case. Compared with private practices, our caseload is much higher, as our

veterinary fees

hospital covers a large catchment area not just resticted to the inner city area
of Birmingham. To be eligible, pet owners must be receiving financial help with

One Woman’s Vision

their housing costs through state benefits. This means that one in five households

During the First World War, a social worker called Maria Dickin was horrified

is eligible for help by PDSA. We also work with the Dogs Trust to provide free

by the dreadful state of animal health in the Whitechapel area of London, and

services to pets owned by the homeless.

she decided to take it upon herself to open a clinic where Londoners living in
poverty could receive free treatment for their sick and injured animals.

Due to the high cost of private veterinary fees, the current trend in the UK is
towards pet insurance, and many private vets refer the more complicated medical

Each request for financial and practical support was flatly refused.

and surgical cases to university and other specialist hospitals. This is rarely an

Unrelenting in her crusade, finally, on 17 November 1917, Maria opened her first

option at PDSA, which means not only is our caseload high, but extremely varied,

‘People’s Dispensary for Sick Animals of the Poor’. Outside the dimly lit cellar in

and often demandingly so. There aren’t many procedures or drugs out of PDSA’s

the Whitechapel district of London, a notice read: ‘Bring your sick animals. Do not

scope of service, so we are free to make our diagnoses and choose the most

let them suffer. All animals treated. All treatment free.’

appropriate treatments, which we take pride in performing to a high standard.
There is a wealth of experience amongst the vets and nurses at Aston, and over

Within a year, PDSA had seven clinics across London, which between them had

that first year and beyond, my learning curve was steep. Eight years down the line

treated some 40,000 animals. Maria Dickin’s mission was to reach as many sick

I have seen and done most things, but every case, like every animal, is different,

and injured animals as possible, and to educate owners on responsible animal

and every day is still a challenge.

care. In 1921 she converted a gypsy caravan into a horse-drawn clinic and,
accompanied by a veterinary surgeon, travelled the length and breadth of Britain

Should Poor People Own Pets?

treating animals and setting up clinics along the way. By 1923 there were 16 PDSA

The biggest criticism PDSA receives to this day is whether it should even exist at

dispensaries and Maria had designed a motor caravan dispensary. She had also

all. The average cost to PDSA for one course of treatment for a sick and injured

opened her first dispensary overseas in Tangiers. By 1924, PDSA was active as

pet is £143 (¥30,000), although the actual cost of many treatments is far in excess

far afield as Japan.

of this figure: stabilization and subsequent treatment of internal injuries and
fractures caused by a road traffic accident, for example, soon run into thousands

PDSA Today

of pounds. We keep our budget in mind and are careful not to waste money, but if

Maria Dickin died in 1951, but the charity she established has gone from strength

a patient needs something, the patient gets it, regardless of cost. We do of course

to strength, and continues to ensure that sick and injured pets of those unable

perform euthanasia on humane grounds for cases with poor prognoses, but we

to afford private veterinary fees still have somewhere to go for help and free

would never make that decision purely for financial reasons - something that sadly

treatment. Today, PDSA is the UK’s largest veterinary charity. The mobile clinics

happens at many private practices every day.

were phased out in 1975, and there are no longer any overseas projects, but
PDSA currently staffs and equips 43 PetAid Hospitals throughout the UK. PDSA

Our clients are restricted to registering three pets per household, and we actively

1917

1921

PetAid services are available in a further 175 smaller communities through 348

encourage responsible pet ownership, including neutering. Yes, there are a few

Maria Dickin, the founder

Maria Dickin opened the first PDSA clinic in Whitechapel

First horse drawn animal ambulance

マリア・ディッキン

マリア・ディッキンがロンドンのホワイトチャペル

移動診療馬車の運用が始まる

participating private veterinary practices. PDSA currently employs 230 fully

bad owners, but there are bad owners in any income bracket, and the vast majority

qualified vets and 268 vet nurses. This year it will provide over 1.8 million free

of our clients are good people who love animals and are committed to their pets’

treatments to sick and injured pets, and more than 200,000 low-cost preventive

wellbeing. We see a lot of Rottweilers, German Shepherds and Staffordshire Bull

treatments such as vaccinations and neutering. Services will cost in the region

Terriers, but we also see a great deal of crossbreeds of all ages, shapes and

of £48 million, or ¥10 billion. Where does this money come from? PDSA is a

sizes. Many are rescued animals, or animals adopted from shelters. Where would

non-government organization, and relies entirely on public support in the form of

these animals go without these owners? And where would these owners take their

legacies, donations, voluntary contributions, retail and other fundraising events.

animals in the event of sickness or injury if there was no PDSA?

I have worked at the Aston PetAid Hospital in Birmingham since 2000. At Aston

I joined the PDSA with an open mind, and eight years later I believe that PDSA

there are six vets, seven vet nurses, four nursing and three animal care auxiliaries,

should exist, and in fact needs to. In the UK as in Japan and the rest of the world,

and four receptionists. PDSA Aston was established over 70 years ago, and in

the divide between the rich and the poor is progressively widening. As a rule,

2006 we relocated to our large new modern, purpose built hospital, which boasts

being poor is not a lifestyle choice: it is a reflection of the failings of society as a

six consulting rooms, two operating theatres, a large prep area, waiting room,

whole. But what does that matter to the animals? They don’t judge their owners

地区に
「PDSA診療所」第１号をオープン

1924

1940

circa 1940

dispensary, recovery kennels for cats and dogs, plus isolation and x-ray facilities.

on the basis of their bank balance, and neither should we. As PDSA wouldn’t exist

PDSA in Japan

London blitz

Children bring their pets to PDSA

来日して活動するPDSA

ロンドン空襲の被災地での活動

PDSAにペットを連れてくる子どもたち

We have an ultrasound scanner, endoscope and access to lab services. PDSA,

today without public support, there must be plenty of people out there who agree.

like all veterinary practices in Britain, is obliged to provide 24 hour emergency
care, and our out of hours service operates out of the Quinton PetAid Hospital,

For more information visit
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PDSA History
写真でみるPDSAの歴史

For Pets in Need of Vets
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す。
アストンで働く獣医師と看護士には貴重な

してありません。他方、多くの個人医院では、悲

PDSAに入ったときの私には何の先入観もあ

Marisa Miyamoto

www.pdsa.org.uk

also in Birmingham.
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加古川の犬猫レスキュー

犬

Kakogawa Rescue

猫が昔にくらべて健康で長寿になった今日、
飼い主がペットを残し

死させるか…どちらかであると。
どんなにつらくても、獣医の手で愛犬全部

て先立つケースもふえています。
アークが65歳以上の人に子犬を

を自宅で安楽死させるのが、
かえって親切かもしれない…と覚悟を決めて

引受けてくれる協力的な家族がいれば別ですが。
その点、
「高齢者に高齢

それにしても、
これほど多数の犬を——新しい飼い主が見つかる可能性

譲渡しないのも、
そのためです——もっとも、万一の場合に、残された犬を

ペット」
という組み合わせは理にかなったこと。高齢の犬はお年寄りには

いたのです。

もあり、
若くて健康な犬を——安楽死させてよいのか……

私どもはジレ

飼いやすいものです。

ンマに陥りました。彼らに
「再出発」
のチャンスを与えるべきではないか？

きなくなることもあります。
よく聞くのは、
お年寄りが入院したり、死亡した

陽性反応を示す猫の多くは、住み慣れた家で愛する主人に抱かれたまま

もちろん、飼い主の年齢だけではなく、病気のためにペットの世話がで

とたんに、冷酷な身内が、愛されていたペットを保健所に送り、
ガス処分さ
れても平気なケース。想像してごらんなさい——数日後に
「死刑執行」
を
控えた動物の恐怖とストレスがどれほどのものか。
しかし、

老齢で健康に問題のある犬と、半野良でFIV（ネコ免疫不全ウイルス）

安楽死させるのも妥当な選択でしょう。
だが、他の動物はどうなのか？

犬を死の道連れにしようとしたと、
男性は身勝手さを非難されるかもしれ

ません。彼の考えは犬の幸せを本当に考えた末の結論なのか？

実際に、
こんな例が珍しくないのです。

何が犬猫にとって最善の選択なのか？

あたたかい家庭で育った犬がストレスの多い新

しい環境に突き落とされた場合、野良犬や虐待さ
れてきた犬よりもずっと深く傷つくもの。捨て犬や

の宣告を受けた人です。彼の主な心配事は

虐待経験を持つ犬は助けてくれた人に恩義を感

自分のことではなく、犬26匹、猫16匹からな

じるため、やさしかった主人をひたすら慕う犬に

る
「家族」
のことで、
そのために彼は入院治療

比べて扱いやすいのです。

を拒否していました。死期が迫っていることを

知り、痛みに耐えながらも、彼はきわめて快活で、

結局のところ、予想以上に時間的余裕があったのと、
男

その明るさにはアークの若いスタッフも心を動かされ

ました。愛犬はよく訓練されていて、男性は腰にリードを１本巻きつけた
状態で、各犬の引き綱を操り、26頭の犬を同時に散歩させることができま

す。
しかし、体力が弱るにつれて散歩がむずかしくなったため、犬はストレ

スをつのらせ、爪も伸びてしまう結果に……男性の住む加古川は、
アーク
から車で1時間半かかるので、私どもが毎日訪れて犬を散歩させるには遠

すぎます。週に１回行くのが精いっぱいです。
いざというときに何匹の犬を

させることは重要なことでした。

男性は、黙ってこの世から消え去って、面倒な後始末を他人に押し付

けるような人ではありません。彼は理解していました——飼い主の最終責

任は、
ペットを安全な人の手にゆだねること…それができなければ、安楽

けたため、犬猫全部に譲渡先が見つかりました。
アークは11匹の犬を引

き取りました。彼らは新しい環境になじみ、2匹はすでに里親が決まりまし
た。
というわけで、
今回、
安楽死の必要はまったくなかったのです。

2008年6月13日、
男性は亡くなりました。最期まで入院拒否を通され

たのですが、
そのことと、不屈の精神、
そして、犬に対する愛情が、彼の命
を大方の予想を超えて長らえさせたのでしょう。

彼の庭には美しいライラックの木があります。私どもは、篠山に建設す

るアークの新しいサンクチュアリにこの木を移し、彼を偲ぶ記念樹として
植えることを約束しました。彼は、愛する樹木も犬猫も、安全なところに保
護され、
きちんと養育されると知って、
心おきなく旅立たれたのです。

half’s drive from ARK, too far for a daily visit to walk

The trauma for a dog taken from a loving home into

lot of them outlive their owners, which is why

the dogs. So we were only able to go once a week. It

a new stressful environment is far more than for a

here at ARK we would not give a puppy to someone

was important for us to go and walk them to assess if

thrown away dog picked up off the street or one that

over 65 unless they had a very supportive family

and how many we could bring back to ARK.

has been abused. Dogs which have been thrown

who would take responsibility for that pet, should

away or abused are generally very grateful to the

something happen to its owner. Matching seniors

He was not a person who could leave the scene and

person who rescues them. They are easier to handle

with seniors makes sense. An older dog is so much

let others clear up the mess. He understood that

than much-loved dogs that will pine for their owner.

easier for an elderly person to take care of.

the final responsibility of a pet owner, was to leave
their pet in safe hands or have it euthanized. He had

In the end however, because we had more time

But age is not the only factor, sometimes illness or

already decided that it would be kinder to have them

and he himself found several friends who offered to

disease, leaves a person unable to care for their pet.

all euthanized by a veterinarian at his house, even

help, all the dogs and cats found new homes with

Often if that person has to be hospitalized or dies,

though it would break his heart.

ARK bringing back 11 dogs. These have adjusted to

cold-hearted relatives think nothing of sending that

their new surroundings and two have already found

much-loved dog or cat to be killed in the hokensho

The dilemma is and was, should so many dogs,

gas chambers. Think of the horror and stress that

some of which possibly had a potential for finding

poor animal goes through in the days prior to death.

a new home and were still young and healthy, be

He passed away on June 13th 2008. Upto the very

Yet it happens all the time.

euthanized? Shouldn’t they be given a chance of a

end he had refused to be hospitalized and probably

new life? In the case of the dogs which were quite old

this factor plus his indominable spirit and the love of

At the end of last year 2007, we had a phone call

and with health problems and with most of the cats

his dogs, enabled him to live far longer than anyone

from a man who had been diagnosed with cancer

which were semi-tame and had tested positive for

had expected.

and given a month to live. His main concern was

FIV, euthanizing them in the place they had always

not for himself but for his family of 26 dogs and 16

known in the arms of the man who loved them, may

He had a beautiful lilac tree in his garden, and we

cats, which made him refuse hospital treatment. For

have been the obvious choice but the others? Some

promised him that this tree would be transfered to

someone in so much pain and aware of his impending

people might condemn him for selfishly wanting to

the new Sanctuary in Sasayama and planted there

demise, he was remarkably upbeat and our younger

take his dogs to death with him. Did he really have

in his memory. He died knowing that his beloved tree

staff were impressed by his cheerfulness. His

the best interests of the dogs in mind? What was the

and his dogs and cats were in safe hands and would

relationship with his dogs was remarkable; with each

kindest option for these dogs and cats?

be well cared for.

dog on a lead and one lead around his waist, he
could walk all 26 of them. But as his strength grew
weaker, he had to give up walking them and as a
result they became more stressed and their claws
grew. Kakogawa where he lived is an hour and a

里親決定！
！
Rehomed !!

マリコ Mariko
イズミ

Izumi

サチヨ Sachiyo
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セイコ

Seiko

シュウ shu

ヘンゼル Hansel

フユコ Fuyuko

ユキエ

里親決定！
！
Rehomed !!

homes. So the need to euthanize never arose.
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アークに連れて帰れるかを判断するためにも、私どもが出向いて犬を散歩

性自身も、手を貸してくれる友人たちを自分で努力して見つ

s pets are living longer and healthier lives, a

Yukie

スィート Sweet
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昨年の暮れのこと、
ひとりの男性がアーク

に電話をしてきました——癌で余命１か月

A

ジュンコ Junko

パグリ Paguri

１6匹の猫たちは、こ
の男性の旧知の方々とアー
クの協力により、それぞれ無事に
次の住まいに落ち着くことができま
した。今回の件では、たくさんの方に
様々な形でご助力をいただきました。
お世話になった皆様には、
この場を
かりまして、あらためてアークのス
タッフ一同より深くお礼を申し
上げます。本当にありがと
うございました！

7

Happy Homes
ボーロ
Bolo

すっかり家族にも馴れ、
じゃれて遊ぶようになりました。皮膚の方も少しかゆ
がることもありますが、落ち着いているようです。お留守番もおとなしくしてい

パンダ（卯月）
Panda(Uzuki)

キク
Kiku

て、
とても飼いやすい子です。
He's totally got used to living with us, now he plays a lot. His skin still itches once in
a while, but his condition is stable. He stays at home quietly when we are out. He's
such a nice dog to live with.

皮膚病をわずらったひどい状態でアークにやってきたボーロ。
そんな彼も
ようやく、
新潟県内に素晴らしい家庭を見つけました。
Bolo came to ARK in a miserable condition with an untreated skin disease. When

photos, a wonderful home in Niigata.

パンダは、覚えが早く、いろんな事、人間社会のルー

日一緒に寝起きして、いつも一緒に生活を共にしている内に段々と打ち

ルなどを毎日1個づつくらいのペースで覚えてくれま

解けてきて今では、
ベッドの上で寝ころんで、
遊んで！とせがんでくる姿も

す。
先日は、
私の仕事の都合で、
散歩やご飯を母に頼

見られ、
とても可愛い菊ちゃんです。
こんなに可愛い菊ちゃんと出会えた

みました。母は、散歩は引っ張らない、
ご飯はきれい

事、
本当に感謝致しております。
本当にありがとうございました。

に食べる、無駄吠えしないなど、
とても喜んでいまし

Kiku was very shy at first and we were anxious about her. But she became more

た。
順調に、
楽しく一緒に生活しています。

and more relaxed after living with us for a period, sleeping and getting up at the

Panda is quick to learn, she learns at least one new thing

same time as we do. Now she lies on the bed in a relaxed manner and begs us

each day. When I asked my mother to give Panda a walk

to play with her. Thank you so much to give us a chance to meet her, such a

and to feed her, Panda impressed her with her very good

lovely dog !

manners. We are all happy living together.

ココとウナギ Coco & Unagi

フィズ
Fizz

グランドなどで毎日すごい勢いで走りまわ

とにかく手のかからない子です。なかなか面

フィズはすっかり馴じんでいます。
トイレのしつけも

ってます。急に発進する車や、
ドタバタと足

白い性格で、なついてきたなと思いきや、初

大丈夫。
とっても愛情豊かで遊び好きです。
でも夜に

音をたてる人は苦手ですが、結構安心して

めて会ったかのように急によそよそしくなっ

ハウスするのが好きではなく、彼としては写真みたい

歩くようになりました。
実家の若い犬ととて

たり、低姿勢で忍者のように逃げ場を探した

な状況の方がいいと考えているのでしょう.

も仲良しで、
リビングをかけまわります！

り、
本当に面白い！

Fizz is fitting in wonderfully. His housebreaking is going well

She scampers around a local playground every-

She is such an easy cat to live with. She has a

and he's very affectionate and playful. He did not do well be-

day with our youngest dog. Although she is a little

unique character; she snuggles up affectionately

ing kenneled at night, so I’ve attached a picture showing a

afraid of car noises and people, she can usually

one moment but the next, walks away with an air

better idea he came up with.

walk in a relaxed manner.

of aloofness. And she sneaks out just like a

ラニをわが家に迎えてから３ヶ月。
ラニは新

Ninjya. Really funny !

しい家族と過ごせて幸せと思います。私たち

カーン Kahn
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ジェサベル（寿沙）
Jessabelle (Jusa)

ニャンチュウ
（ミルキー）
Nyanchu (Milky)

最初は菊ちゃんは大変人見知りして、
どうなる事かと心配しましたが、毎
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he arrived he had almost no hair left. Now he has found, as you can see from the

ラン
（ラニ）Lan(Lani)

の方も、
彼女がいてくれて幸せです。
It is more than three months since we adopted

プラム Plum

よく食べよく寝てたまに遊ぶという生活のお

Lani, and we think she is very happy with us, her

かげで、最近はおなか周りがたぷたぷしだ

new family. We certainly are happy to have her.

し、
体重はなんと５キロ！

少しダイエットが

必要かも知れませんが、
ちょっとばかり幸せ
太りでも良いかーと親バカな気持ちでもおり
ます。

テッタ
（ドミノ）＆ニータ
Tetta(Domino) &Neeta

テッタとニータは幼いころの病気の影響で

ココはもうすっかり落ち着いてすっかり我が

カン君とってもハンサムです。カンはいつも

目に障害が残り、将来が危ぶまれていまし

家のアイドルです。二匹とも遊び好きなので、

私を支えてくれるベストパートナーであり私

She eats a lot, sleeps a lot, plays when in the mood.

ニータはすっかりわが家になじみました。ほんとにかわいい

た。でも、理解ある里親さんのおかげで、今

新しく購入したキャットタワーをとても気に入

の愛息子でもあります。

Her lifestyle has made her a little fat, bringing her

子です。
彼女が来たことをみんな喜んでます。
最初から２匹い

ではふたりそろって幸せに暮らしています。

ってくれたみたいです！

Kahn is so handsome . He is a wonderful partner

weight upto over 5 kg now! She probably needs to

っしょに引き取ればよかった！ と後悔していますよ。

Tetta and Neeta have only partial sight in their

Coco has settled in our home. She is our idol. Both

and a loving son.

go on a diet, or maybe, we can just let her go on as

Neeta has completely settled into life at our home and is a real-

eyes due to an illness they suffered soon after

she and Unagi are having so much fun playing on

a happy fat cat !!

ly lovely cat. We are very glad we adopted her. In fact, we wish

birth. Although ARK's staff worried a lot about

the new cat tower.

we hadn’t separated the two kittens even for a short time.

their future, they have found the best place, and
are happily living together.
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Bureaucracy gone mad

I

Elizabeth Oliver

n May 2008 we were given permission to take 12 dogs out of Morinomiya

evening all those dogs had been wiped off their homepage and no doubt destined

or Osaka Prefecture’s dog killing centre, thanks to the efforts of Kumamoto

for the gas chamber at Morinomiya.

Prefecture’s Diet member, Matsuno sensei. Nine of these dogs have already found

あきれた官僚主義

2008

エリザベス・オリバー

年5月、アークは、森ノ宮の大阪府犬管理指導所から収

事。夕方までに、
これらの犬はすべてホームページから削除されていま

容犬12匹を引き取る許可を得ました。熊本県選出の国

した。森ノ宮の抑留所でガス殺されたにちがいありません。

会議員、松野頼久氏のご尽力に負うものでしたが、すでに、
この中の9匹
I can understand that all hokenso have to be careful about who they adopt dogs

は素晴らしい家庭に譲渡されました。
アークの厳正なリホーミング手順

たしかに、保健所は、収容犬を誰がもらい受けるかに細心の注意を払

were health checked, vaccinated, given a rabies vaccination, micro-chipped and

out to; many strange groups out there, bent on saving animals but keeping them

に従い、全員、引き渡し前に、健康チェック、
ワクチン接種、狂犬病予防注

う必要があります。動物を救うことには熱心だが、劣悪な飼育環境に置

neutered before being adopted out. You would think that Osaka Prefecture would

in hell-hole conditions or sentimental individuals who are basically hoarders in

射を受けさせ、マイクロチップ登録、不妊手術も済ませました。経費も諸

く怪しげなグループも多く、
また、実体は（手当たり次第に動物を収集す

be delighted that we had, using our own money and facilities, reduced the number

disguise but it shouldn’t be difficult to assess these groups or individuals. The

設備もアーク持ちで、森ノ宮で殺処分される犬を12匹減らしたわけです

る）ホーダーでありながら、動物愛護家をよそおう感傷的な連中もいる

of dogs they needed to kill in Morinomiya, by 12. But "NO". Osaka Prefecture was

hokensho does after all let puppies be adopted out un-neutered to a lot of unsuitable

から、大阪府は喜んでくれるはずと、誰しも思うでしょう。
ところが……喜

からです。
しかし、
この種のグループや個人を見抜くことはできるはずで

anything but pleased. The reason ? All nine dogs had been rehomed OUTSIDE

individuals who ‘win’ the puppy like a door prize with a lucky number. I guess the

ぶどころか、怒っています。理由は、
アークが保護した犬を全部、京都、神

す。不妊手術もしていない子犬を、当たりくじの景品のように、ふさわし

Osaka Prefecture; to Kyoto, to Kobe and even to Tokyo. Of course in every one

only criteria they have to fulfil is that they must be living in ‘that’ prefecture, nothing

戸、東京など、
「大阪府外の」家庭に譲渡したからだとか。もちろん、私ど

くない市民に渡しているのは、保健所なのです。満たすべき条件はただ

of these cases we had sent all the details of where the dogs had gone; names,

else seems to matter. I think ARK’s standards and responsibility for adoption are

もは、すべての犬について、譲渡先を詳しく知らせました——新しい飼

ひとつ、
「（都道府）県内在住者」
というだけで、それ以外はどうでもいい

addresses, telephone numbers and photographs with their new families. From our

far higher than any hokensho and this has been endorsed by ARK being the only

い主さんの名前、住所、電話番号、それに、犬と一緒に写した写真を添え

のでしょう。里親制度に関するアークの基準と責任は、
どの保健所よりも

point of view, the future happiness and security of each animal is more important

organization in Japan to have been granted International Associate membership

て。私どもからすれば、
どの府県に貰われたかよりも、動物の将来の幸せ

はるかに高いと、私どもは自負しています。アークは、有名な、世界最古

than where it finds a home. And as we pointed out to the Prefecture, waiting for

of the RSPCA, the oldest and most respected animal welfare organization in the

と安全こそが最も重要です。当局にも指摘したことですが、動物が大阪

の動物福祉組織、RSPCA（英国を本拠とする王立動物虐待防止協会）か

a possible home in Osaka might mean that dog losing a good chance elsewhere

world.

府在住の“身元引受人”を待っている間に、他府県の里親希望者と出会う

ら日本初の国際準会員に認定されましたが、その大きな理由のひとつ

チャンスを逃すかもしれないのです。

も、
この点が評価されたからです。

in the meantime.
There has been a lot of talk recently about reducing the killing numbers and certainly

最近、動物の殺処分数を減らそうとする動きが各地で話題になってい

Anyway all this has led to ARK being considered a persona non grata by Osaka

some prefectures are making efforts towards this. It does seems to depend on

このような経緯から、
アークは、大阪府に「要注意者」
としてマークされ

ますが、実際、改善に向けて進み始めた自治体もあります。殺処分を抑

Prefecture as I discovered when I visited Izumi Sano hokensho recently to look

the person in charge, whether they really want to work positively towards this

たようです。最近、私は、泉佐野保健所のホームページに掲載された「飼

制しようと積極的に取り組むか、それとも、動物をゴミ扱いして、残酷な

at the dogs there which had been put up on their homepage for adoption. Three

or whether they are just bureaucratic robots treating animals like garbage to be

い主募集犬」を見に現地を訪れました。5匹のうち3匹はとてもフレンド

方法で無造作に処理し、デスクワークの能率を上げるだけの官僚ロボッ

out of the five there were very friendly; one lovely young setter, another young mix

disposed of inhumanely and easily so that they can complete their desk work.

リーでした——若くて、かわいいセッター、
ミックスの若犬、静かな“隠

トで終わるかは、ひとえに管理責任者の姿勢にかかっています。当事者

and a sweet older labrador just needing a quiet place in its last years. I think the

Sadly a lot of these are actually veterinarians who should be preserving life, not

居先”が必要な、おとなしい老ラブラドール。3匹に新しい飼い主が見つ

の多くが獣医師で、本来、生きものを守るべき彼らが、命を奪う側に立っ

staff there were happy to think that three dogs could possibly be given a chance.

destroying it. Until these people are replaced by more compassionate and realistic

かる見込みがあれば、現場の職員は喜ぶはずと私は思っていました。
し

ている現実は、きわめて残念です。
「お役所仕事」に徹する彼らにかわっ

However, they said that if I wanted to take them I would have to go through Osaka

individuals, the killing will continue unabated.  

かし、彼らが言うには、犬を希望する場合は、大阪府を通してほしいとの

て、思いやりの心を持ち、現実に即した血の通う行政を担える人材が着

こと。そこで、帰宅後、府に電話をしたところ、
「許可できません」
という返

任しない限り、保健所での動物殺処分は依然として続くことでしょう。

Prefecture. So coming back I rang Osaka Prefecture.Absolutely ‘NO GO.’ By the

This year we are planning our reunion party at our new ‘to be’ Sanctuary
in Shitsugawa, Sasayama, Hyogo Prefecture.

There will be a lot of fun and games with plenty of space for the dogs to
run around. Activities will include; a treasure hunt, best trick, fastest dog

to return to owner avoiding temptations on the way, stay while owner
leaves, waggiest tail, egg and spoon race and other fun things.
Date: Sunday 9th November 2008

( Sunday 16th November if it rains )

Place: Shitsugawa off prefectural route 37,
Sasayama-shi

Map will be sent afterwards

関西イベント

「アーク同窓会2008」のご案内
「アーク同窓会2008」は、兵庫県篠山市後川（しつかわ）のアーク
「サンク
チュアリ」建設予定地で開催いたします。
当日は楽しいプログラムがいっぱい。愛犬が駆けまわれる広大なスペー
スもあります。宝さがし、自慢かくし芸、
（誘惑に負けず）
ご主人のもとに戻
る競走、
（ご主人を忠実に待つ）ステイ訓練、尻尾ふり競争、スプーンレー
ス、その他、愉快なゲームが盛り沢山です。
日時：2008年11月9日
（日曜日）午前11時30分から
（雨天の場合、11月16日に延期）
場所：篠山市後川（しつかわ）
——アクセスは県道37号線から。

Tokyo Events
Goldman Sachs Volunteers Make Beds for ARK Animals!
The denim-bed event mentioned in
the previous newsletter has been
successfully completed. Volunteers
from Goldman Sachs Japan Co., Ltd.
worked as a team over four days
to make 20 beds for the animals at
the shelter. From all the ARK staff,
a big thank you to everyone who
participated.
Special thanks must go to our
incredible sewing instructors – (from
left) Noguchi-san, Asakura-san, and
Eva-san. Thank you for all your hard
work and preparation.

東京イベント
デニムベッド作成イベントのご報告
前回のニュースレターでお知らせしました、
アーク
の動物たちへのゴールドマン・サックス証券株式会
社のボランティア活動が終了しました。全4日間の
日程で、20個もの素敵なベッドが完成しました。
ご
参加いただいた全てのボランティアさんに、
スタッ
フ一同心よりお礼申し上げます。

AUTUMN 2008

AUTUMN 2008

Kansai Events
Join us for ARK’s Reunion Party !

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

happy homes. According to our strict rehoming procedures, all of these dogs

また、今回のイベントで講師をして下さった、
（写真

左から）野口さん、朝倉さん、
エヴァさんに心より感
謝しております。
皆様お疲れ様でした＆ありがとうございます！！！

参加の方には、後日詳細な地図をお送りします。

Time: from 11.30 a.m.

参加費：お１人さま1000円+愛犬1匹につき500円。
Entrance fee: ¥1000 per person

plus ¥500 per dog.

特製「ささやま弁当」を有料(¥800〜￥1000程度)で
販売予定。飲み物・おつまみは無料。

Refreshments are offered free

but a special ‘Sasayama’ o-bento

is available costing ¥ 800 - ¥1000

参加ご希望の方は、電話、電子メール、
ファックスで、
11月1日までにARKオフィスまでお申し込みください。
なお、お弁当の予約も承ります。

Please let us know if you can come by
November 1st, by phone/email or fax

and whether you want to order an o-bento.

2本足の皆さま＋4本足のお友だちとの再会をスタッフ一同
楽しみにお待ちしております。

Looking forward to seeing all our two legged and four-legged friends.
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2007年度アーク活動報告

Report from ARK

今年度、
アークにとって最大の進展は、
ある支持者からご遺産の提供を受

けたおかげで、篠山市に素晴らしい土地を購入できたことです。
この土地

をアークの
「サンクチュアリ」
と動物福祉センターにする計画です。国の内
外から訪問者とボランティアがアークにやって来ます。全員、私どもの活動

を見て、
日本の動物福祉について学びたいと望む人たちです。私どもは、動
物の救出とケアに携わると同時に、教育こそがアークの活動の本質的部

分であると痛感しています。能勢町にある現在の敷地はスペース的にも限

界に達し、
当初からの建物の多くが老朽化しています。地域の建築規制の

ため、拡張や増築はできません。将来は、篠山でアークの活動を拡大して
いきたいと願っています。

ークで働いている宮尾陽子、今年常勤になったニュージーランド出身の

4名が担当しています。非常に強力なチームで、関東エリアでのPR、教育、
資金集め、里親さがし活動に貢献しています。関東にはアークのシェル

ターがないため、動物を大阪から空路輸送し、里親が決まるまでフォス
ターホーム
（一時預かり家庭）
で預かるシステムです。2007年4月1日か

ら2008年3月31日までに、東京で新しい飼い主に譲渡された動物数は
63を数えています。

ゴールドマン・サックス証券株式会社様から寄贈された特製ヴァンは人目
を引き、関東におけるアークの活動に多大な宣伝効果を上げています。動
物を助けるためにこの車をご寄付くださったゴールドマン・サックス証券
株式会社様に厚くお礼を申し上げます。

犬： 受け入れ数228、
リホームした数190、安楽死件数67、
死亡数１
＝差引30減

猫： 受け入れ数110、
リホームした数100、安楽死件数28、
死亡数0

Expenses in Japanese yen

旅費・交通費
通信運搬費
印刷・事務消耗品
一般消耗品
営繕費
ガソリン代
水道光熱費
賃借料
保険料
支払手数料
租税公課
雑費
動物医療費
動物用食費
獣舎消耗品
PR費用

Travel expenses

Telephone/postage

Printing/Office supplies
General supplies

Maintenance/repairs
Gasoline/petrol

Water/electricity
Rent

Insurance

Misc.commissions
Taxes

Miscellaneous

Veterinary fees
Animal food

Animal supplies

その他商品制作費
経常支出合計
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54,149,909

6,351,604
2,049,469
745,792
720,800

1,611,520

1,079,268
2,286,236
7,985,800
578,650

2,249,752
3,837,604

removed I was 1.5 kilos lighter ! I was in hospital for five long days

limitations in terms of space, with many of the original buildings deteriorating.

and although they were all very kind to me, I couldn’t wait to come

We are unable to expand or rebuild due to local building restrictions. So we look

home. Now I can move around easily and have a huge appetite. So
all’s well that ends well.

Our activities in Tokyo have also been growing. We now have four staff operating

あ

Please make sure that if something seems wrong with your pet you

ころ、
「ひぞう」
がはれているから
「すぐに手術しよう」
と言われた。入院なん

And an ending that did not go well.....

Tokyo.

かった。
「ひぞう」
をとったあとは、1.5キロも体重がへったよ！ 病院の人

There was a case reported in the newspaper recently of a four

Our new ARK mobile donated by Goldman Sachs is an eye-catcher and is proving

てたまらなかった。

the Tokyo office; Yoko Miyao who has been with ARK many years, Briar Simpson
from New Zealand, who became full time this year, Kei Yamada and most recently
Machiko Nakano. They are a very active team devoted to PR, education, fundraising and rehoming in the Kanto region. Although we don’t have a shelter in
Kanto, animals are flown up from Osaka and kept in foster homes before adoption.
Between 1st April 2007 and 31st March 2008, 63 animals were adopted out in

679,974

585,186

2,387,860

5,680,725
1,123,545

108,639,363

るとき、僕はソファーにとびのれなくなっちゃって、
「変だな、
どうし
たのだろう」——と思っているうちに、
キッチンへの上がり口もむず

かしくなった。
「トシのせいかな？」——でも、
ちがった。病院で検査したと

て、
だれだってイヤなこと……でも、
「いのちを救う」
ためには、
しかたがな

はみんな親切にしてくれたけど、5日間も入院したから、早く家に帰りたく

to be a wonderful PR attraction for our activities in Kanto. Many thanks to Goldman
Sachs for their generosity in donating this to help animals.

<Dogs> In: 228 Rehomed: 190 Euthanized: 67 Died: 1
Net reduction: 30

<Cats> In: 110 Rehomed: 100 Euthanized: 28 Died: 0
Net reduction: 18

当期支出合計

Total Expenses

収入の部 Income in Japanese yen
一般会費・寄付金
カレンダー売上
商品売上
その他の収入
収入合計
資金収入
当期収入合計
前期繰越額

Membership/donations
Calendar sales
Goods sales

Miscellaneous incomes

なるかも。

3,659,308

112,298,671

17,030,000
2,607,795

2,934,060

出ていた。
どうしてかみついたのか、
わかる気がする。土佐犬は、主人が愛

ながら、
「うでっぷしの強い」
男が手荒く扱って、
「闘争心」
をあおることが
多い。
かわいそうに、
この犬は、
オリにはいったまま、散歩にも行けず、愛情

不足とストレスから気が変になったのだ。
こんな飼い方をされたら、僕だっ

て、人をかみたくなるよ。
男は、町役場で働くまじめなおじさんみたいだけ

ど、犬の飼い主として信用できるかどうかは、
わからない。健康じょうたい

が悪く、
ヒフ病の治療もしてなかったそうだから、
それも、犬をいらいらさ
死なせてしまうとわかっているので、
よほどの刺激か、
ストレスを受けない

かぎり、
めったにかまないもの。
あわれにも、
この犬は、
４年もの間、
「ろう

犬として、
なんとみじめな一生であり、最期だったことか！ 飼い主にとっ

て？——
「自ごう自とく」
なんじゃないの。

Net income

184,327,814

ている犬が引き起こしたものだとか。
（ANIMAL PEOPLE

Balance brought forward

当期収支差額

Current Income §

次期繰越額

Balance -brought-forward

Expenditure balance

65,640,830
72,029,143

137,669,973

資金や物資を寄付して下さった全ての皆様、および、
アークをサポ
ートして下さっている組織、会社、動物病院の皆様に心より感謝を
申し上げます。本当にありがとうございました！
！
We would like to thank all the individuals and families, as well as organiza-

all know the reason why. Tosa dogs are noble, loyal dogs and very
gentle if treated well by a caring owner. Unfortunately though these
dogs usually end up in the wrong hands, kept by would be ‘macho

men’ who treat them badly and fuel their aggression. This poor

a hard-working senior town official which tells us nothing about
his credentials as a dog owner. The dog was in poor condition

with untreated skin problems, another reason for it to feel irritated.
Big dogs like Tosas know that their bite can kill which is why they

seldom bite unless extremely provoked or very stressed. For four
long years this poor dog had endured being a prisoner until the day

something just snapped. What a miserable life and end for that
dog. For the owner ? I think he got his just deserts.

In America it is estimated that ‘ about 30% of fatal attacks by dogs

on people involve dogs which are chained ‘ ( source: ANIMAL
PEOPLE May 2008).

や暮らし」
をガマンしてたけど……ある日、
ついに、
ブチギレタというわけ。

184,292,604
35,210

year old Tosa dog in Kyushu which bit its owner to death. Well we

like that I would feel like biting people. The owner was apparantly

すこし前の新聞に、
九州で主人をかみ殺した４さいの土佐犬の記事が

Sub-total

Fund Income

well be at risk if you delay.

never shown affection and stressed out of its mind. If I was kept

つぎは、
悲げきに終わった話。

せる原因だったのかもしれない。土佐犬みたいに大きな犬は、人をかめば
161,720,749

seek veterinary help earlier rather than later. Your pet’s life may

dog was kept in a cage, for heaven sake, probably never walked,

情を持ってきちんと飼えば、気品があり、忠実でおとなしい犬。
でも、残念

ARK accounts

Fund expenses

今じゃ、
らくに動きまわれるし、食欲だってもりもり。
「終わりよければ、

すべてよし」
だね。
あなたのペットが
「どこか変だな」
と思ったら、
いっこくも

早く病院に連れてってあげてね。
ぐずぐずしてると、取りかえしがつかなく

Animal numbers 1st April 2007 - 31st March 2008

10,205,373

Printing calendar

Total Current Expenditure

this was an operation to save my life. Afterwards, with the spleen

rescue and care of the animals. The present site in Nose Town has reached its

2,645,556

1,684,740

Other goods production costs

of us like the idea of being away from home and in hospital but

We feel that education should be an intrinsic part of our activities together with the

資金支出

PR/Advertising

ニュースレター印刷費 Printing newsletter
カレンダー印刷費

enlarged and that an operation was imperative. Of course none

all eager to see what we are doing and to learn more about animal welfare in Japan.

アーク会計２００７年４月１日〜２００８年３月３１日
Staff salaries

to hospital for tests, they discovered that my spleen was greatly

centre. ARK receives visitors and volunteers from all over Japan and from abroad,

＝差引18減

給料・スタッフ諸費

to old age But actually this wasn’t the case as when they took me

generous legacy. This land will become ARK’s Sanctuary and animal welfare

AUTUMN 2008

AUTUMN 2008

2007年4月1日から2008年3月31日までの動物頭数の動き

I realized something was wrong. Then even going up the step

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

ブライア・シンプソン、山田桂子、それに、いちばん新しい中野真智子の

think it was when I could no longer climb up on the sofa, that

into the kitchen became difficult. All this might have been put down

fantastic piece of land in Sasayama with the help of one ARK supporter’s very

forward to expanding our activities in Sasayama.

「東京アーク」の活動も順調です。事務所の運営スタッフも増え、長年ア

支出の部

I

The most exciting development for ARK this year has been the purchase of a

アメリカの統計では、犬が人間をかみ殺したケースの３割は、
つながれ

号より）

2008年５月

オリバーさんが、昔飼っていた土佐犬の話をしてくれた——ワクは、
オリ

バーさんが9年間だいじに飼っていたんだ——「ワクは上等のステーキな

んかもらえなかったけど、馬に乗る私の後について毎日10キロも運動して

いたのよ。村の人からは“3番目のウマ”と呼ばれてた。
ワクが攻撃的になっ

たのは、
たった一度だけ……あの状況では、
どんな犬だって同じことをし
たでしょうね。
私たちがいつも通る家にいじわるな小犬がいて、
かならず出

And Oliver’s comment about Waku the Tosa she kept for nine years

in happier circumstances. ‘Waku never had a mean streak in him
BUT he did get about 10 kilometres of exercise every day when

I rode the horse. People called him ‘ the Third Horse.’ Only once

did he show aggression and I think any dog would have done the
same in the circumstances. We used to go past a house where

a nasty little dog used to come out and bite Waku’s ankle, every
time. Waku ignored him for ages. But one day I think his patience
just snapped as he turned round and bit him, not a big bite, but the
dog I heard later died. “

てきてワクのかかとを噛むんだもの。
ワクは何年間もずっと無視していた。
でも、
ある日、
ワクは振り向いて小犬を噛んだ——“かんにん袋の緒”が切
れちゃったのね。
」

tions who have donated money and goods and who have supported ARK.
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Opportunity Lost

U

Elizabeth Oliver

da Animal Park opened on the 25th April

animals is to teach children how animals live and

Anyway far worse was the Nara Aigo Centre, inside

2008. I went there a month later hoping that

behave naturally but there was nothing here to show

Uda Animal Park. This facility only opened in March

Nara Prefecture had perhaps got it right, and built

the way animals should live naturally; chickens, no

2008 at a cost of 11 oku yen. It is brand new with a

a perfect facility where animals and people could

place for them to forage outside or take dust baths;

fantastic ‘state of the art’ veterinary hospital which

enjoy a spacious environment and be able to interact

pigs kept on bare concrete when normally they like

many outside veterinarians would love to work in. Yet,

with each other. Nara Prefecture, some of you may

soft soil for wallowing in; virtually nothing natural or

like a repeat of Tokushima and Fukuoka , it is unused

remember, was the first in Japan, in 1992 to take

stimulating for these animals. Of course we know that

and probably never will be used. What a waste of

the unprecendented step of rescuing 68 dogs from

animals are kept like that on farms, like machines,

taxpayers money. There are four veterinarians and

an old man in Tenri city, who could no longer care

but this is supposed to be an educational facility not

11 staff. Why they employ veterinarians when all

for them, setting up a special facility, giving them

a factory farm.

they do is push buttons to kill animals automatically,
I do not know. The only difference between Nara and

veterinary treatment round the clock and eventually
And to endorse the idea that animals are machines,

other ‘aigo’ centres I have visited is that the animals

had stood by for 10 years and watched 10,000 dogs

a huge colour photo covering one wall, showing

are housed seperately not in groups but otherwise

die of disease and starvation at this hoarder’s place

miserable egg-laying battery chickens in narrow

the system is the same with a multitude of auschwitz

and it was in part due to some foreign pressure

cages, is the first thing visitors see when they

structures and controls to prevent minimum handling

‘gaiatsu’ that they finally moved,
but

nevertheless,

Nara

Although I was hurried through, as if they didn’t
want me to look at the animals too closely, I did see

them, we would think that Nara

a couple of puppies between the age of four to six

prefecture would have higher

months, which came to the front of the cage wagging

standards of animal welfare

their tails and which I knew would be adoptable. But

than

But

when I phoned the next day to ask if I could take

the

them I was refused; ‘ no adult animals are allowed to

unfortunately,this

is

not

と人間が広大な環境を共有して良い影響を互いに与え合うことができる

同様、医療設備は
「宝の持ちぐされ」状態で、
おそらく、将来も活用されな

理市の老人から68頭の犬を救出し、特別な施設を建て、獣医が24時間

体制で治療にあたり、犬に新しい譲渡先を見つけることに成功しました。
実を言うと、奈良県当局は、10年もの間、
このホーダー（異常な動物コレ

クター）
のもとで1万頭の犬が病死、
または、餓死するのを傍観しており、
ついに行動を起こしたのも、
「外圧」、
つまり、海外からの圧力が大きかった

からですが、
ともあれ、県は、最終的には、立派な成果を上げました。
こうし

収容数648頭、
その中、持主に返還されたのは63頭、新しい家庭に引き
取られたのは2頭だけ、残り583頭は炭酸ガスにより殺処分。子犬は、収

容数412匹の中、20匹に新しい飼い主が決まり、残り392匹が殺処分。
猫の場合はさらにひどく、成猫1匹だけが持主に返還され、314匹が殺処
分。
子猫にいたっては100％にあたる1416匹全部が殺処分されました。

それにしても、奈良県のパンフレットには、相変わらず、炭酸ガスによる

非人道的殺処分について
「安楽死」
という用語を使っています。
「安楽死」

とは獣医師の手でペントバルビタール
（＊日本ではネンブタールとも言う）
ガス殺を待つ犬
（愛護センター内）

But the facilities for the animals; goats, pigs, sheep,

is this ? But I get the idea that the general public

use the term ‘euthanasia’ for this inhumane killing by

ponies, cattle, rabbits and chicken were built at

probably don’t see anything wrong, they don’t care

gas. Euthanasia is the the painless, instant death by

minimum cost, and without much thought for the

how their eggs are produced, or if the chickens are

lethal injection using pentobarbitol or NEBUTOL as

animals inside. The sheep especially were panting

kept in such awful conditions, because they are not

it is called in Japan, administered by a veterinarian,

due to the high temperature under the steel roof,

informed otherwise. This should have been a great

not the prolonged agonizing terrifying death which

and this was May ! What kind of temperatures would

opportunity for Uda Animal Park to change peoples’

animals experience in gas chambers.

they reach in summer ? The object of showing these

thinking.

た経緯があるので、奈良県は他県に比べて動物福祉水準が高いにちがい

ないと私どもは思っていたのです。
しかし、残念ながら、予想は裏切られま

した。

アニマルパーク自体は、
きわめて快適で、広大な敷地に美しい景観を

呈し、人目を引く施設になっています。来館者を迎え入れるメインビルディ

ングは、空調もさわやかで「五つ星ホテル」
さながらの快適さ——さぞや

巨額の建設費がかかったことでしょう。一方、
ヤギ、
ブタ、
ヒツジ、
ポニー、
ウ

シ、
ウサギ、
ニワトリなどの収容施設はというと…コスト本位で、中にいる
動物の福祉はなおざりにされています。
ヒツジなどは、
5月だというのに、
早

くも、
スチール製屋根の下で暑さにあえいでいる始末——真夏には何度

まで上昇することか。
そもそも、
この展示目的は、動物の生の姿や習性な

ど、
自然な生態を子供たちに教えることのはず。
ニワトリが外で餌をついば

むことも、砂風呂を浴びることもできず…泥の中でころげまわるのを好む

ブタがむき出しのコンクリート上で飼われているとは、不自然ではありま

せんか。実際、
自然なところは皆無で、動物に刺激を与える何の工夫もあ

りません。
もちろん、農場の家畜が機械のように飼育されているのは周知
のこと。
しかし、
ここは工場ではなく、
教育施設のはずです。

豪華な建物に入る人の目にまず飛び込んでくるのは、壁一面をおおう

巨大カラー写真、狭いケージに大量飼育されている哀れな“産卵マシー

ン”の姿は、
「動物は機械なり」
という考えをまさに裏書きするものです。
こ
の写真にどんな教育的意味があるのでしょう。
もっとも、一般市民がこれ

を目にしても、疑問に感じることはないでしょう——消費者の口に入る卵
がどのように生産されているかとか、
ニワトリがどんなひどい状態で飼育

14

Button touch Auchwitz (Aigo Centre)

Pigs kept on bare concrete

全自動式のアウシュビッツ
（愛護センター）

むきだしのコンクリート上で飼育されるブタ

されているかなど、誰も気にしないはず——市民は正しい情報を知らされ

ていないからです。
「うだ・アニマルパーク」
にとっては、人々の意識を変え

を投与して、苦痛のない、安らかな死をもたらす処置であり、保健所のガス
室で動物を長時間苦しませて殺す方法ではありません。

愛犬の困った行動を解決する
「言葉」
の処方箋
＜５名様にプレゼント！＞
アークに保護されている犬や、里親に出た犬の困った行動に対して、
ア

AUTUMN 2008

AUTUMN 2008

Dog awaiting gassing (Aigo Centre)

And yet, in all their literature they still continue to

を与えるシステムです。

した。殺処分数は恐るべきものです——2007年（平成19年）度の成犬の

cats and kittens even worse, only one cat returned to

enter the de-luxe building. What kind of education

ビッツ的構造——遠隔操作のボタンを押すだけで動物に最大限の苦痛

「幼犬以外は新しい飼い主に譲渡できない決まりですから」
と断られま

taken in, 20 adopted out, 392 gassed. Statistics for

conditioned and obviously having cost a fortune.

訪れた他の愛護センターとの違いは、
ただひとつ、動物がグループではな

く、個別に収容されていることで、
それ以外は、
すべて、
お定まりのアウシュ

感しました。
しかし、翌朝、
あの犬を引き取りたいと電話で申し出たところ、

of space, to appeal to visitors.

owner, 314 gassed, kittens 100 %, 1416 gassed.

仕事に、
なぜ獣医師が必要なのか、不可解です。奈良県の施設と今までに

前方に進み出てきて尻尾を振っている彼らには里親が見つかると私は直

and nicely landscaped with lots

広大な敷地を有する
「うだアニマルパーク」

いと思われます。何という税金の無駄づかいでしょう。獣医師4名とスタッ

フ11名を擁していますが、
自動ボタンを押して動物を殺処分するだけの

職員は動物を子細に観察されたくない様子なので、私は駆け足で見た

to owners, 2 rehomed, 583 gassed. Puppies; 412

is like a five-star hotel, air-

の獣医師の多くが勤務を希望するはず…しかし、徳島と福岡の管理施設

のですが、生後４か月から６か月の子犬２匹が目に留まりました。
ケージ

Last year , 2007 ; 648 dogs taken in, 63 returned

The main building for the public

ターは、
さらに悲惨です。11億円の巨費をかけて3月にオープンしたばか

前例のない措置として、飼っていた多数の犬の面倒を見きれなくなった天

には記憶している方もあるかと思いますが、1992年、奈良県は、
日本では

The park itself is very pleasant

Uda Animal Park --- lots of space

それにしても、
「うだ・アニマルパーク」
内にある奈良県の動物愛護セン

りの所です。併設の動物病院は最先端設備を整えた新しい建物で、外部

be adopted out.’ The killing statisitcs are appalling.

case.

る絶好のチャンスのはずなのですが……

「理想的施設」
を造ったのだろう——と私は期待していました。皆様の中

and maximum misery for the animals.

Surely with this history behind

prefectures.

だ・アニマルパークは、2008年4月25日に開園しました。私が訪れ

たのはオープンして1か月後でしたが、奈良県は見識が高く、動物

diid

a wonderful job in the end.

other

う

エリザベス・オリバー

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

finding them new homes. Admittedly Nara prefecture

「うだ・アニマルパーク」

ドバイスやバッチフラワーレメディーで助けてくださっている、犬専門
カウンセラーの佐藤真奈美さんが、
このたび本を出版されます。愛犬の
気持ちを理解し、困った行動を言葉によって解決するためのノウハウ
を、さまざまな問題行動の事例を交えながらまとめたものです。
これま
での躾の本とは違ったアプローチを楽しんでいただけると思います。
今回、佐藤さんのご好意により、アークを支援してくださっている皆様
の中から、抽選で５名様にこの本をプレゼントさせていただきます。

応募方法
ハガキに、
『愛犬の困った行動を解決
する「言葉」の処方箋希望』
と記入し、
お名前、ご住所、お電話番号を書い
て、下記住所へお送りください。

送り先
〒５６３－０１３１
大阪府豊能郡能勢町
野間大原 595
アニマルレフュージ関西

締め切り
2008年10月31日必着
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ARK NOTICE BOARD

A/C Numbers
送金方法のご案内
郵便局 Post Office ：
●

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

●

Calling ARK?

●

ARK Office アーク事務局
Tel : 072-737-0712 <10:00〜17:00>
Fax : 072-737-1886 <随時>
毎週水曜日は休苑日とさせて頂きます。
Office closed on WEDNESDAY

A VOICE FOR ANIMALS

Visiting ARK?
Open: アークの訪問時間
里親希望: 10:00〜15:00
見学希望: 10:00〜16:00
※ご来苑の際は、
お電話にて事前にご予約下さい。

ARK DIARY
５月
１１日 神戸手づくり市にてミニパネル展
１９日 聴導犬協会有馬氏による講義
２２日 専門学校見学会

AUTUMN 2008

２５日 奈良「Field Note」にて里親会
３０日 東郷小学校見学会

６月
９日 専門学校見学会
１５日 神戸「Green Dog」にて里親会
２４日 専門学校見学会
２７日 ARK理事会
２９日 専門学校見学会

７月
９日 NHK福祉セミナー取材
１２日 神戸手づくり市にてミニパネル展
２７日 鶴見緑地にてチャリティBBQ参加

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

00900-0-151103

サンクチュアリファンド Sanctuary Fund

00970-9-58799

大規模レスキュー Large Scale Rescue Fund

00970-2-267840

三菱東京UFJ銀行 日生中央出張所
Tokyo-Mitsubishi UFJ Bank (Nissei Chuo branch)
(普)5288059
特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西
三井住友銀行 池田支店
Mitsui-Sumitomo Bank (Ikeda branch)
(普)1472705
特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西
※ご送金は郵便局をご利用ください。
銀行をご利用
の場合は、
送金時にアーク事務局まで電話またはフ
ァックスにて、
お名前、
ご住所、
電話番号、
送金内容
をお知らせください。

アークをご支援下さる皆様方へ
通信にかかる費用を少しでも減らし、
その費用を
動物達の医療費や餌代として活用出来ないかと思
案しております。
いただいたご寄付に対する礼状を
不要とされる方は、
お手数ですが、
アーク事務局ま
でご連絡をお願い致します。
既にご協力下さっている皆様へは、
この場をお借り
して御礼申し上げます。
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

決まった子のスポンサーになって頂いて、その医療費
や食費をご協力いただく制度です。詳しくはHPまたはパ
ンフレットをご覧ください。

ARKで必要とするもの

ARK

A Voice for Animals

RSPCA 国際協会員
WSPA会員

特定非営利活動法人
アニマルレフュージ関西 （アーク）
〒563-0131
大阪府豊能郡能勢町野 間 大 原 5 9 5
Tel: 072-737-0712
Fax: 072-737-1886
ARK Animal Refuge Kansai
595 Noma Ohara, Nose-cho, Toyonogun, Osaka-fu 563-0131 JAPAN

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

E-mail:
一般
グッズ販売用
Web site

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

************************************
東京アーク Tokyo ARK:
Tel/Fax: 050-1557-2763
email: TokyoARK@arkbark.net
送金方法のご案内
郵便局：00940-0-250984
P.O. Account: 00940-0-250984

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

Things we need
犬用： 処方食(c/d, i/d, phコントロール)、
ドライフード（メンテナンス、シニア）、缶
詰、おもちゃ、プレミアカラー、中型犬用
マズル
猫用：缶詰、子猫用缶詰、かつお節、
ドライ
フード、おもちゃ、処方食(w/d, phコント
ロール)、爪とぎ

一般： 45Lゴミ袋、24hカイロ、毛布、タオルケット、ハイター、柄の長いほうき、柄の長い
チリトリ、
ブリキのバケツ、デッキブラシ、水切り用のゴムベラ、カット綿、布ガムテープ、ペ
ットシーツ、ペットタオル、ロール状のビニール袋(20x30cm位)、犬用包帯（ベトラップ）、
キッチンペーパー、ティッシュぺーパー、
ミネラルウォーター、
ドッグフードの空袋（大）、
工具類、コンパネ（大）、木材、電気式溶接機100V、スティック糊、ベビースケール(10g単
位)、DVD-R、DVD-RW、
プリンターインク
（Canon iP6100D用）、食器洗い用スポンジ、缶切
り、空のスプレーボトル

Dog : c/d, i.d, ph control
Dried Senior/maintenance/growth dog food
Cat: Dried maintenance/senior, canned food,
toilet sand, scratching boards, toys . Katsuobushi, dried bonito flakes
Rabbit food
General: Premier Collars, S/M/L yard brushes,
metal buckets, cottonwool, bleach, antiseptic
soap for hands, washing powder, elasticated vet wrap, large paper (food)
bags (used OK), mineral water, pet sheets, dog muzzles m-size, tissue
paper, toilet paper, blankets, stainless food bowls, 45l garbage bags,
bedding plants for garden, can opener, DVD-R, DVD-RW discs, Printer
ink for Canon iP6100D printer.

