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「完全な世界では、動物は自由に生きて生命を全うする—— 子を育て、
生息環境を満喫しながら本能のままに生きることができる。
ところが、家

畜化された犬猫の場合、
コンクリートジャングルの中で“自由に”生き抜く

力はないから、人間が彼らの面倒を見なければならない。時間と金、小さ

な命を最後まで引き受ける愛情と覚悟のある人の手で、
シェルターから
動物を譲り受けたり、路上で危険にさらされている動物を救うことが重
要な意味を持つ。一方では、
「ペット」
の製造 — 人間に頼るしか生き残る

すべのない動物を産出し続ける愚 — をやめる努力も大切である」

“In a perfect world, animals would be free to live their lives to the fullest:
raising their young, enjoying their native environments, and following

their natural instincts. However, domesticated dogs and cats cannot
survive “free” in our concrete jungles, so we must take as good care
of them as possible. People with the time, money, love, and patience

to make a lifetime commitment to an animal can make an enormous
difference by adopting from shelters or rescuing animals from a perilous

life on the street. But it is also important to stop manufacturing “pets,”

thereby perpetuating a class of animals forced to rely on humans to
— PETAのパンフレット
「コンパニオンアニマルはペットか、

それとも虜囚の身か？」
より

survive.”

-PETA pamphlet, Companion Animals: Pets or Prisoners?

「完全な飼い主」
とは？

先

日、
ある家族がアークを訪れました。子犬のときにアークから譲

り受けた愛犬を先頃18歳数か月の高齢で亡くした人たちです。

彼らは愛犬のアルバムを持って来ていました。子犬の頃の写真、庭で眠

っている姿、遊んでいるところ、家族との休暇、特別なファミリーイベン

トやお祝い事の記念写真、
そして、孫娘と寝ている老年期の愛犬。彼女

は病気で苦しむこともなく、睡眠中に安らかに逝ったとのこと。
まさに
幸せな一生を全うしたケースでした。家族はまだ悲しみながらも、彼女

がいないさびしさに耐え切れずに、
みんなでアークの犬を見に来たので

す。そして、6か月の雌犬を引き取ることに決めました。
こんなすてきな
里親さんなら、私どもも、安心して動物を送り出すことができます。

ポテト」
に変身して居間でくつろいでいました。彼女が死んだときには、
私ども一同悲しんだものです。

「良い飼い主」
とは誰か、
どう定義付けたらいいのでしょう。小型犬を

溺愛するあまりに、
キャリーバッグに入れてどこへでも連れ歩き、毎週、
美容室でシャンプー＆ブローをして、
デザイナードレスを着せ、人間の
食事にマッチしたグルメを与える女性。
でも、
この犬は筋肉がやせ衰え

て、歯はぼろぼろ、耳の中はダニだらけ。
この人は
「良い飼い主」
と言えま
すか？ あらゆる名のある知育玩具とおやつを買い与えるが、仕事に出

かけている間、終日ペットをひとりで留守番させてばかりいる飼い主。

ところで、
「完全な飼い主」
とは誰のことでしょうか？ それを決める

このケースはどうですか？ 庭園つきの豪邸で暮らす大金持ちなのに、

の代表者数人が「動物を里親に譲渡する場合、
どの程度厳しくするの

る時間がない人は？ 寝ても覚めても愛犬と一緒に過ごしている男性。

ら理想とする目標に百パーセント忠実であろうとすれば、動物をシェル

がない。 この人は
「良い飼い主」
ですか？

のは必ずしも容易ではありません。数年前、
ある会議で、異なった団体
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が妥当か」
というテーマで議論したことがあります。
もしも、私どもが自

ターに一生涯閉じ込めておくことになるでしょう。場合によっては、完

超多忙で、ペットが終末期の癌に侵されていても優秀な獣医師にみせ

でもこの人はテント暮らしのホームレスで、犬を病院に連れて行くお金

騒々しくアークにやって来て、子犬を見せてほしいと主張し、動物を

璧ではなく、8割（または、
それ以下）
のところで妥協してでも、彼らが新

見る前に質問書に記入した上で面接を受ける必要があるとわかった

ました。
それでもやはり、一定の基準を設定しておく必要はあります。約

ないし…」
と。
「そんなに忙しいのなら、犬をもらおうなんて考え直した

しい家族と暮らせるチャンスを保証すべきだとの意見に全員が賛成し

途端にあわてる人がいます。
「 遠くからわざわざ来たんですよ。時間も

20年前、
アークがスタートしたときに私どもが決めたのは、
「犬をつな

ら？」
と言いたくなります。
また、
「知ったかぶり」
の人がいます。
たいてい

絶対に出さない」
ということでした。
当時は、犬をつないで飼うのが当た

言います。
つまりこれは、
「知っていることばかりだから、
あなたの話など

いで飼う人、番犬あつかいする家、狩猟に使うところにはアークの犬を
り前でした
（現在でも、地方では一般的ですが…）。

50代、60代の男性で、彼らは
「私は長年ずっと犬を飼ってきました」
と
聞きたくない」
という意味です。以上の二つは、私どもがお断りしたいタ

「『つなぎ飼い』
を認めなければ、犬をもらってくれる人は誰もいませ

イプの例です。
なぜなら、彼らは自分の流儀に凝り固まっていて、私ども

です。
しかし、
それは間違いでした。
日本でも、次第に犬を
「家族の一員」

方、初めてペットを飼う若い家族がいます。注意深く話を聞いて、助言に

んよ。」
当時、
アークのボランティアも、
スタッフさえもがそう言ったもの

として家の中で飼う人が増え、少なくとも、庭で放し飼いするようになっ
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たのです。
「つなぎ飼い」
を認めない。
これはアークの根本的ルールであ

り、私どもは常にこの原則を忠実に守ってきました。

「完全な飼い主」
とはどんな人か、頭の中でイメージできても、動物は

個体により異なるため、
それに応じてルールの修正が必要な場合もあ

ります。
何年も前のことですが、
私は遺棄された紀州犬を山道で保護し、

「紀」
と名づけました。一般に紀州犬がそうであるように、
「 紀」は激し

い性格で、気に入らない犬や人間に攻撃的でした。
ふさわしい飼い主と

の話を聞こうともせず、
自分のやり方を変えるつもりもないからです。一

従います。1年後、彼らは、愛されて幸せいっぱいの
「家族」
を誇らしげに
見せに来てくれます。

ペットと飼い主との「縁組」を決めるとき、ある特定の動物にその

人／家族が最もふさわしいかどうか、
いつも、一種の不安を感じます。
恥ずかしながら、
これまでの２０年の中で私どもは何度も失敗し、
その
経験から苦い教訓を学んできました。
それでもやはり、里親さんから寄

せられた手紙や同封の写真を見るにつけて、
また、
「同窓会」
でアークか

出会えそうにないから、
この子は生涯アークに残るかもしれないと私は

ら巣立った犬に再会するときに確信します。私どもがしてきたことは間

って来ました。
まさに一目ぼれでした。彼らはたちまち仲良くなったので

に入る方がずっと幸せなのだと。

思いました。
ところが、紀州犬好きの家族が東京から紀に会いに車でや

ARK v ARK Angels Court Case - Follow up

O

saka District Court handed down the judgement in ARK's favour
on 23rd April 2009. The court made it clear Mr. Hayashi' s use of

the name "ARK Angels" had been illegal. Nevertheless, Mr. Hayashi did

違っていないし、
アークの犬猫にとって、
ここで過ごすよりも新しい家庭

アークエンジェルズ裁判 ー その後 ー

大

阪地方裁判所は2009年４月２３日、 アークの主張を全面的に認

める判決を下しました。
この判決によって、従前の林氏の
「アーク

エンジェルズ」
の名称使用は違法で、不法なものであることが明確になり

not stop using the name, declaring he was going to appeal to the Osaka

ました。
これに対し林被告は、控訴する旨を明言し、公然とアークエンジェ

decision to force him to drop the name of ARK. Under this pressure,

の強制執行を行う裁定を下したので、
２００９年６月２４日、林被告は団

High Court. In response to this, Osaka district court and ARK made a

ルズの名称使用を続けました。
しかしその後、裁判所が名称使用差し止め

Mr.Hayashi finally released an announcement on the web that he

体の名称を
「エンジェルズ」
に変更するとホームページ上で発表しました。

"ARK Angels" was originally the name of ARK's foster home programme.

ム
（一般家庭における犬猫の一時預かり制度）
の業務の名称であったの

decided to change the name of his group to "Angels" on 24th June.

Mr. Hayashi had been misusing the name without our permission, in

「アークエンジェルズ」
とは、
もともとアークのフォスターホームプログラ

を、林氏が無断で使用し、
アークが再三にわたって名称使用中止を求めた

spite of our repeated demand to stop using the name. It seems that

にも関わらず、
それを無視してアークと無関係の活動がなされてきました。

continue at the Osaka High Court, but even if it does, we are convinced

が覆ることはないと、私共は固く確信しております。今後このような不正を

Mr.Hayashi still has an intention to appeal. Although this case may
the verdict will be the same.
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す。数年後、家族から送られてきた写真の中の
「紀」
は、
すっかり
「カウチ

被告は控訴を致しましたが、今後始まる控訴審においても、一審判決

無くすために、
アークは引き続き頑張っていきたいと思います。

Perfect owner ?

A

family came to ARK the other day; their beloved dog which they had adopted

ears ? Is it someone who buys every known toy and treats but who leaves that

from ARK as a puppy, had recently passed away aged 18 plus. They clutched

animal alone for hours on end while they work? Is it someone with lots of money

albums of photographs of her; as a puppy, asleep in the garden, at play, on holiday

and a huge house and garden but is too busy to take it to a competent vet when it

with them, at special family events and celebrations and in old age sleeping in bed

develops what turns out to be terminal cancer ? Is it someone who spends every

with their granddaughter. She had never had an illness or suffered at all and had

waking and sleeping hour with their dog but who is homeless, living in a tent and

finally died in her sleep. This is truly a happy story with a peaceful end. Of course

without enough money to pay for vet bills?

they were still grieving but because they missed her so much the whole family
came to ARK to see our dogs and in no time they made the decision to adopt a

There are those who come brazenly to ARK demanding to see our puppies and

six month old female dog. We have no hesistation whatsoever of letting her be

get quite annoyed when we ask them to fill in our questionnaire and then be

adopted by such a loving family.

interviewed before showing them any animal. “ I’ve come a long way and am very
busy”, (so should you even be considering adopting a dog if you have so little
time?) Then we have the ‘know-alls’, often men in their 50s/60s, who say, “ I’ve
always kept dogs, years and years,” (which means “ you can’t tell me anything I
in their ways, they have no intention of listening to us or changing. On the other
side we have a young family, first time pet owners who listen carefully and follow
our advice. A year later they return proudly with their happy radiant and beloved
family member.
There is always an element of worry in deciding if that person or that family will be
best for that particular animal. We have made mistakes and experience has taught
us a lot. But to read all the letters, look at the photos sent in and to welcome the
dogs at our reunion parties, confirms our belief that we have done the right thing
and that a good home for any dog or cat is far better than life in a shelter.

But it isn’t always easy to decide who will be a perfect owner. At a conference
how strict we should be in letting animals go out for adoption. If we aimed for 100%
our perfect target, we might condemn an animal to a permanent shelter life. We
all agreed that sometimes you have to go for possibly 80% or sometimes less to
ensure that animal gets a chance of a home life with a family. But still one has to
set certain standards. When ARK started nearly 20 years ago, we decided that
no dog should ever be allowed to a home where it would be chained, or treated

かつてARKで
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some years ago, several representatives from different organizations discussed

暮らした、
忘れ得ぬ
あの犬たち。

as a guard dog or used for hunting. Since in those days chaining dogs was the
norm, (even today it is common throughout rural areas), volunteers and even our

この たび 、児 童 文 学

staff said that if we didn’t allow dogs to be chained, we would never find anyone

作家の高橋うららさ

to adopt them. They have been proved wrong as more and more people in Japan

ん執筆によるARKの

are keeping dogs as family members inside their houses or at least free in their

物語ができました。

gardens.This has been one of ARK’s fundamental rules on adoption and we have

ARKの「親善大使」
として活躍した犬

stuck to it.
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don’t already know.” ) These are the types we decline, because they are so set

のチョビのお話を中心に、小学生から大人まで，幅広く読
んで頂ける内容となっています。設立２０周年を間近に迎える

Although we can form in our minds what the perfect owner is, every animal is

ARKにとって、記念の一冊になりました。皆様もぜひお読み下さ

different and the rules have to be changed a bit in keeping with that. Many years

い。
なお、作者の高橋様と
「くもん出版」様のご配慮により、本の

ago, I rescued an abandoned Kishu dog, who we called Ki, on a mountain road.

印税の一部はARKの活動費として使われます。

Like all Kishu dogs, Ki had a strong character and could be quite aggressive to
other dogs or people she didn’t like. I thought it might be difficult for her to find
the right owner and that she might remain at ARK for ever. However a family who
loved Kishu dogs drove down from Tokyo to meet her and it was love at first sight.
They bonded immediately. Over the years they sent photos as she transformed
into a real couch potato and it was so sad for all of us when she passed away.
How can we define who is a good owner? Is it someone who loves their little dog

「 ありがとうチョビ

命を救われた犬たちの物語

高橋うらら／作

くもん出版

」

税込み￥１４７０
お申し込みは、
お近くの書店、
またはARKの事務局まで。
（ARKでご注文の場合、
別途送料￥２９０がかかります。
）

to bits, carrying it everywhere, weekly having it shampooed and blow dried at the
beauty parlour, buying it designer clothes and feeding it gourmet meals to match
human food but leaves it devoid of any muscles, with rotting teeth and infested

アニマルレフュージ関西
（ARK）
TEL 072-737-0712 FAX 072-737-1886
Eメール order@arkbark.net
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アニマルレスキュー

エリザベス・オリバー

Animal rescue

ア

Elizabeth Oliver

ークは、
ここ数年間で5000匹以上の動物を救助してきました。

あるとき私は、近所の犬のレスキューを頼まれました。飼い主が外に

動物を助けてアークに持ち込んでくる人もいれば、私どもが道端

連れ出したときに逃げたのは、獰猛だと近所でも評判の犬でした。私は

がったり攻撃的になっており、
「自分たちでは助けられないから救援に

た。
ところが、私がロープを木に巻きつければ巻きつけるほど、犬は反対

や川岸、
あるいは、高速道路で見つける場合もあります。
また、動物が怖
来てほしい」
と電話で要請されるケースもあります。事情はその都度異

なります。状況も動物も毎回違うわけですから。私自身も、今までに何
度かドラマチックな救出劇を演じてきました。
たとえば、川の対岸で下

犬の首輪に付いている長いロープを持って、木に巻きつけようとしまし

まわりをしてロープをほどき、私を咬もうとします。
そのうち、近所の人

たちが大勢（警官までも！）集まってきたので、犬はますます興奮する始
末。腹が立った私は周りの人たちに警告しました。
「離れてください、咬

草に鎖がひっかかって身動きがとれなくなった体重20kg以上の犬を、

まれますよ」
と。人々はその場から離れたものの、遠巻きにして成り行き

残された犬を救助するため、高さ３ｍもあるワイヤーフェンスをよじ登

保護されました。

泳いで行って助けたこともあれば、
また、貯水池に突き出た岩場に取り
り、急斜面の土手を水際まで下りて行く危険を冒したこともあります。
ど
ちらのケースでも、来たときと同じ行程を、今度は犬を連れて戻らなけ
ればなりませんでした！
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アニマルレスキューには、
いくらかの技術とたいへんな忍耐力が必要

を見守っています。
それでもとうとう犬は木に固定され、無事飼い主に

動物を捕えようとして失敗すると、相手は捕まることを警戒して、二

度と捕獲できなくなることが多いので、最初の決定と行動が何より重要

です。
まず、
レスキューに車は欠かせません。緊急時に備えて、次のよう

な道具を車に積み込んでおくと役立つでしょう。中くらいの太さのナイ

です。
たいていの動物は、非常時にはショック状態に陥り、恐怖で混乱

ロン製リードを２−３本（犬を捕獲するための輪なわにもなる）、
ジャー

ります。私たちは、行動を開始する前に、最善策、
つまり、
どうすれば自

ンネルは不向き）、毛布とタオル数枚、革手袋、
ハサミかカッターナイフ、

していたり、攻撃的になるものです。傷や痛みに苦しんでいる場合もあ
分も他の人も、
それに動物自身も危険な目にあわずに救出できるかを、
慎重に考えなければなりません。
一刻を争うケースもあれば、
逆に、
じっ

くり様子を見ながら、
ゆっくりと行動することが肝心な場合もあります。
もうひとり人手が必要な場合もありますが、誰でもいいわけではあり

ません。動物救助の経験者か、
こちらの言う通りに動いてくれる人に限

ります。
お断りしたいのは、善意だけで行動力のない人、物見高い野次

馬。役に立ちそうで、実は邪魔になる存在です。
とりわけ迷惑なのは、
周

りに集まってきて一部始終を見たがる連中。
レスキューを成功させるに
は、静寂と冷静さが必要なのです。

キーや干し小魚などの餌、
中型の折りたたみ式ワイヤーケージ（バリケ

先にフックをつけた長さ５０ほどのスチール製の棒、金属やチェーンを
切るためのペンチ数個、犬の口輪(…サイズ２か３がたいていの犬に合

う)、ペットシーツ、新聞紙、
それに救急箱です。
もちろん、今では誰もが
持っている物ですが、携帯電話は緊急時の必需品です。

車を走らせているときに、
たまたま動物を目撃するかもしれません。

小さな道沿いのこともあれば、交通量の多い主要道路やハイウエーの
場合もあります。最近では、高速道路わきのサービスエリアが不要動物
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ver the years ARK has rescued more than 5000 animals;
some have been brought in by people who have rescued

them, others we have found on roads, highways, or by rivers, and in
other cases where somebody phones ARK asking us to go out and
rescue an animal which is too frightened or aggressive for them to
rescue themselves. Each case is different because the situation and
the animal are different each time. I have personally been involved
in some dramatic rescues which included having to swim across a
river to rescue a 20+kg. dog trapped on the opposite bank where its
chain had become entangled in the undergrowth and another where
I had to scale a three metre high wire fence and climb down a steep
embankment to the edge of a reservoir where a dog was trapped,
unable to move on a narrow ledge. In both these cases I had to get
the dog back the same way I had come.
Rescuing animals needs a certain amount of skill and a lot of patience.
They are often in a state of shock which means they are frightened,
bewildered and may be aggressive. They may be injured or in pain.

車に積んでおくと役立つ物

Useful equipments to have in the car

Before we rescue we have to consider carefully the best way to do this
without putting ourselves or other people or the animal itself at risk. Sometimes we

I once had to rescue a dog belonging to a neighbour which had escaped when

have to move very quickly, other times we have to remain immobile and only move

they were out. The dog was known to be vicious. It had a long rope from its collar

very very slowly. We probably need another person’s help but we should only take

which I managed to wind around a tree but the more I wound the rope around

someone with us who is either experienced in rescue or who will obey what we

the tree, the more the dog moved in the opposite direction, unwinding the rope

tell them to do. What we do not need are ‘do-gooders’ or ‘rubber necks’, anxious

in its attempts to bite me. Meanwhile a crowd of locals, including the police had

to help but likely to get in the way and above all we do not need an ‘audience’,

gathered, causing the dog to get even angrier. In the end I had to get angry and

i.e. curious people standing around waiting for the action. Absolute quietness and

tell them that somebody would get bitten if they didn’t move away. They did but still

calmness is necessary if we are to succeed.

watched from a distance. Once the dog was secured to the tree, he was safe until
his owner’s return. If we fail in our first attempt to catch an animal, it will certainly



の捨て場所に利用されることも少なくありません。事故を避けるために
ハザードランプを点滅させ、注意深く車を停止させます。
ときには、往来

する他の車を止める必要があるかもしれません。何よりも肝心なのは、
車にひかれる危険がある道から動物をそらせること。動物が、
あなたに

驚いて交通のはげしい道に舞い戻ってしまうと大変です。好きなように
歩かせて、
その後をつけて行くようにします。
うまくいけば、動物は車道

を何度か経験しましたが、最適の対処法は、獣医師を現場に呼んで犬

に鎮静剤を筋肉注射することです。
かなりやりにくい方法ですが、吹き
矢筒のような道具に針をつければできないことはありません。心に傷を

負った犬は、睡眠薬なども簡単には口にしません。
それでもともかく、救
援を待つ間に水だけは飲ませるように試みてください。

からそれて野原か小道に入るか、
どこかの庭に迷いこむでしょう。
ゆっく

２． 逃げ出した飼い犬の場合、多少おびえていても、
たいていは人間に

で、結局、動物の足にはかなわないのですから。

方法をとるのが賢明です。首輪は擦り切れたり、
ゆるんでいて、犬が引っ

りと後をつけて行くことです。走って追いかけないこと！ 走ったところ

必要な道具の備えがなく、動物がいつも
（たとえば建設現場など)

同

心を許すものです。首輪とリードを付けているとしても、慎重に、後述の
張るとはずれたり、
こわれたりしがちだからです。

じ場所にいる場合は、
とりあえず、動物の数は何匹か、必要な装備は何

３．捨て犬にも２種類あります。最近捨てられた犬と、
ずっと前に捨てら

のに、
レスキューを試みてはいけません。

ないかと、通る車を一台ずつ見ていたり、
どちらへ行けばよいのかわか

か…など状況を判断するだけにしておきます。準備がきちんと整わない

らずパニック状態で道を走っています。捨てられて日がたつ犬は、
やせ
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犬の場合

れて野犬化したものです。捨てられて間のない犬は、飼い主が迎えに来

放浪している犬は、次の３つに分類できます。

１．生粋の野良犬 ２．飼い主から逃げ出した犬（首輪に引き綱か鎖が
付いていることが多い） ３. 捨て犬

1. 生粋の野良犬は人間に対して非常に警戒心が強いので、
ワナを使う

など何らかの方法をとる必要があります。傷でも負っていない限り、何

の準備もなく捕獲するのは不可能に近いと言えます。
このような犬の救

出には、咬まれる危険がつきものです。仮に犬が「くくりわな」
（イノシシ

などの足を締め付ける装置）
に捕まっていたとしても、
ショックと痛みに
苦しむ犬に近づいてワナをはずすのは不可能ですし、
ワイヤーを切るに

は強力なペンチが必要です。
この種のワナは禁止されて然るべきもの

を、
いまだに完全には禁止されていません。私どもはこのようなケース

Rescuing an abandoned dog on the road

which is why our first decisions and actions are critical.
If you have car, and a car is vital in rescue, it is useful to have the following

DOGS

equipment in case of emergencies; a couple of medium thickness nylon leads,
which slide easily into a noose for catching dogs, some treats such as meat

I find that dogs running loose fall into three groups: 1. feral dogs 2. dogs which

jerkies or small dried fish, a medium size collapsible wire cage (NOT a varikennel),

have escaped from their owner and which may have a lead or chain attached to

blankets and towels, leather gloves, scissors or a cutter knife, a 50 cm long steel

their collar 3. dogs which have been abandoned.
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路上での捨て犬のレスキュー

become wary of being caught a second time and we may have lost our chance

rod with a hook on the end, some bolt cutters for cutting metal or chains, dog
muzzles (sizes 2 & 3) which fit most dogs, pet sheets and newspapers and a first

1. Feral Dogs are very wary of humans and almost impossible to catch unless they

aid kit. Of course a mobile phone which nowadays everyone carries is a boon in

are caught up in some way ( a trap) or are badly injured. There is a great risk of

emergency situations.

being bitten in trying to rescue these dogs. If a feral dog or any dog is caught in
a leg-hold trap (set to catch wild boar and supposedly banned but which are not)

The chance is you will see an animal as you are driving along a road. The road

because of the trauma and pain the dog is suffering, it is impossible to approach

may be a small one or it might be a main road with lots of traffic or even a highway.

to release it and the wire itself needs a large bolt cutter to cut it. We have had

(Nowadays service areas attached to highways are a favourite place for dumping

several of these cases to deal with at ARK and the best way is to get a veterinarian

unwanted animals.) It is important to pull up carefully putting on the car’s hazard

to come and give the dog an intramuscular injection of a tranquillizer. Again quite

lights to avoid an accident. Sometimes you have to stop other traffic. The most

tricky to administer but can be done using a needle attached to a kind of blow-

important thing is to persuade the animal to get off the road away from the danger

pipe. A traumatized dog will not eat sleeping medicine either but try to get water to

of traffic. The danger is that, since the animal is usually frightened, it may, by

it while waiting for help to arrive.

looking at you, back away from you into the path of the traffic. Let it go its own
way and follow it. Hopefully it will turn off the road into a field or path or someone’s

2. Escaped dogs maybe a bit scared but are usually quite friendly. Even though

garden. Follow it slowly and don’t run after it. Animals are much faster than us.

they have a collar and lead, it is wise to follow the method I describe below
because often collars are too loose or worn and may slip off or break if the dog

If you don’t have the right equipment and the animal (s) are always in the same

tries to pull away.

area,( for example a construction yard ) just assess the situation, noting how many
animals, what equipment you will need and so on, don’t attempt rescue until you

3. Abandoned dogs fall into two catagories; those that have been recently

have everything in place.

abandoned and those that have been on the road a long time. I can usually tell
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衰え、体中ダニにおおわれていたり、
負傷していることも多いものです。
野生犬とはちがって、捨て犬が生きのびるのは非常にむずかしいため、
食べ物にありつこうと人家のまわりをうろつくのが一般的です。

犬の捕獲法

犬がいる所にゆっくりと近づいて行って、
身をかがめます。急な動きを

したり、犬を捕まえようとしてはいけません
（1）。咬まれることだけは、
絶対に避けるべきです。
リードを地面に輪をかくように置き、輪の中に

餌の小片を１つずつ入れて犬に食べさせます
（2）。犬は餌をひったくっ

て、
すぐに離れてしまうかもしれません。
あなたの手から食べるように

なるまで根気強く小片をやり続けます。
リードを投げ縄のように持ち、
輪の中で餌をやります
（3）
。 犬の頭が輪をくぐったときにリードを強く

引き、犬がもがいても絶対に手を放してはいけません。
この段階で人の
助けが必要になります。
もうひとりの人に、折りたたみ式ワイヤーケー

ジを持って来てもらいます。
あなたは別のリードをケージの柵に通し、
犬の頭が入ったリードに結びつけます。
あなたがリードを引っぱって犬

をケージの中に引き入れ(4)、
もうひとりが犬の背後から後足を押すか
持ち上げるかして、犬を中に入れます。犬の足がはさまれないように注

意しながら、体全体が中に入ったら素早く扉を閉めます。扉を閉めたま

ま、棒につけたワイヤーフックで犬の首からリードをはずします。
リード
がからまって首が締まる恐れがあるからです。
そのあとケージを車に積
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み込みます。犬が逃げ出す心配のない安全な場所に着いてから、
はじめ

て犬を外に出してやります。

犬が怪我をしている場合は、体を動かそうとして傷が悪化しないように

(１)

気をつけます。痛みがひどくて咬むことがあるため、可能な限り口輪を

(２)

(４)
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(３)

the dogs that has just been abandoned because

or lifts the back legs from behind, making sure the

it keep looking at every car hoping its owner has

legs do not get caught (4). Once the whole dog

returned or else it is running in panic along a

is inside close the door quickly. Do not open the

road, not knowing which way to go. Dogs which have long been abandoned tend

door again but try to take off the noose from above using a wire hook. Leaving a

to be thin, covered in ticks and often injured. Unlike ferals they find it difficult to

noose around the neck could cause strangulation if the lead gets tangled up. The

survive and usually hang out near human habitation in the hope of getting food.

cage can then be lifted into the car. Only when you are in a safe place where there
is no chance of the dog escaping, can you let it out of the cage.

Catching a dog
Walk slowly to where the dog is and crouch down. Make no sudden movements

In the case of a dog which is injured, it is important to avoid causing further injury

and don’t try to catch hold of the dog (1). You have to avoid being bitten at all costs.

when you attempt to move it. You may need to muzzle the dog since it may bite

Put the rope lead arranged in a circle on the ground and start feeding the dog

if in pain. Spread a blanket on the ground beside it and try to slide it gently onto

small titbits one by one into the circle (2). The dog may come and snatch the titbit

it. Put another blanket on top. It’s better to have at least one other person (four

and back off. Keep putting out tiny pieces of titbits until the dog will take them from

people may be necessary for a big dog) to hold the ends of the blanket so it can

your hand. Hold the lead in the form of a noose and give the dog titbits through

be carried like a stretcher and lifted into the car. If possible, don’t try to put the dog

it (3). When its head comes through the noose pull it tight and keep hold even if

into a cage but have someone ride beside the dog in the car to stop it moving. An

the dog struggles. At this point you need to have someone else to assist who can

injured dog is usually in a state of shock and should be handled gently. It should

bring a collapsible wire cage to where you are with the dog. You thread a second

be taken to an animal hospital as soon as possible and it’s better to phone the

lead through the cage and attach it to the lead which noosed round the dog’s

hospital in advance to let them know you are coming.

neck. Pull the lead bringing the dog into the cage while the other person pushes
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はめた方が良いでしょう。毛布をすぐそばに敷いて、
そこに犬をそっとす

親戚がアークに連絡してきます。誰かがアークの
「ペット飼育放棄承諾

を持ち、担架のようにして車に運び込む際には、他の人の助けが必要で

でない場合、私どもには私有物件内に立ち入って動物を引き取る権限

をケージに入れずに、
そばに誰かが付き添って、
身動きしないように気

では、
自治体関係者や警察が立ち会って私どもの行動を保証してくれ

深く扱わなければなりません。
できるだけ早く動物病院に運びます。
あ

ューは、
日本の法律では、残念ながら未だにグレーゾーンなのです。

猫の場合

しれません。動物の命を救ったことには相違ないのですから。
しかし、英

べらせて乗せます。体の上にもう１枚毛布をかけてやります。毛布の端

す。大型犬なら、
４人で運んだ方がいいでしょう。
できれば、車内では犬

をつけること。
負傷した犬は、
たいていショックを受けているので、注意
らかじめ電話をかけてから行った方が良いでしょう。

病気やひどい怪我に苦しむ猫は別として、
よほど人慣れした猫でない

限り、捕まえるのは至難です。生粋の野生猫や、捨てられて日がたつ猫

書」
に署名し、動物の所有権放棄に同意すれば問題ないのですが、
そう

がありません。多くの場合、警察が協力してくれる諸外国とは違い、
日本

ない限り、不法侵入や窃盗容疑で訴えられかねません。
この種のレスキ

アニマルレスキューと言えば、
カッコイイ英雄的行為と思われるかも

雄的行為の後はどうなるのですか？ レスキューには、救出した動物に

対する責任が伴います。獣医にかかった治療代を負担し、
その後動物を

にはトラップを使った方が良いでしょう。
トラップとはつまり、TNR（猫

どうするのかを考えなければなりません。
それこそが、最大の問題です。

り器」
です。
ケージの中に餌を置き、猫が餌を取りに入るとバネがはず

じめて真の英雄になったと言えるのです。助けられた犬／猫は、
その後

を捕獲して避妊手術をした後、元の所に戻す）
に用いる、
いわゆる
「猫と

この種の装置を近くに設置した場合には、猫が入ったかどうかを頻

繁に点検する必要があります。
トラップにはあなたの名前（組織名）
と連

絡先を書いておくこと。捕まえた猫は、
トラップの中に閉じ込めたままで
動物病院に運ぶことが基本です。
よほどの経験者でない限り、絶対に逃

げ出せない密室以外の所で猫を別のケージに移し替えたりしないこと

です。

猫の体に毛布を投げかけたり、網をかぶせて捕獲することもできます

が、
かまれたり、
引掻かれる恐れがあるので避けた方が賢明です。
また、

の生涯を、
あなたに感謝して暮らすことでしょう。

アークでは動物救助に関する相談ごとを随時受付けています。
また、

TNR用の猫トラップの貸し出しも行っていますので、必要な方はアーク
事務局までお問い合わせください。

（本稿は、10年前の
「ニュースレター35号」(1999年秋号)に掲載した記事をもとに、
今回、部分的に加筆、改訂したものです。）

ジッパーの付いた洗濯用ネットは、
おびえた猫を搬送するのに役立ちま

す。
ネットに入ったままの猫に獣医師が注射を打ったり治療を施すこと

もできます。
ケージで運ぶ場合も、
まず猫をネットに入れてから扱うと良
いでしょう。
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家や敷地など、私有物件からのレスキュー

最近増えているのが、個人の家や敷地、車などに取り残された動物

のレスキュー。所有者は、破産、
その他の理由で、行方不明です。隣人や

CATS
Unless they are very friendly or sick or badly injured, cats are difficult to catch. For

A VOICE FOR ANIMALS

れて、背後で扉が閉まる仕組みになっています。

動物の飼い主になり、暖かい安全な家庭を提供してこそ、
あなたは、
は

feral or long abandoned cats you need to use a cat-trap. This trap is commonly

車に取り残された犬のレスキュー

used in TNR projects for catching and neutering community cats. As the cat steps

Rescuing a dog left in a car

into the trap to eat the food, it triggers a spring which closes the door behind it. It is
vital if you place such traps around, to check them regularly and to put your name

However we cannot legally enter private property to seize an animal ( as would

(organization) and contact number on the trap. The cat can be transported to the

be the case in other countries, where the police would cooperate. ) We have to

animal hospital (for neutering or treatment) in the trap. Do not attempt to transfer

get the authorities or police to come with us and to vouch for what we are doing,

the cat into another cage but better to do it in an enclosed room where the cat has

otherwise we may be accused of trespassing or stealing. This is still a grey area in

no chance to escape. ( ARK lends out such traps for TNR so please ask the ARK

Japan. We may under the law have to hand the animal back to its original owner,

office for details) . It is possible to catch a cat by throwing a blanket or net over it

unfortunately this is sometimes the case.

but not recommended as cats can scratch and bite. Laundry nets with a zip are
a good way to transport frightened cats to the vet as it is easy to inject or treat a

Rescuing an animal may seem like a heroic deed. You have saved it from a certain

cat confined in this way. Even if you carry the cat in a cage, it is better to put the

death. But after the heroics, what next ? Rescue involves you in the responsibility

cat in a net inside.

for that animal. It will certainly involve costs for veterinary treatment and afterwards
you have to consider what you are going to do with it. This is the hardest part. If

Rescue from house or private property.

you can offer that animal a warm safe place in your home, then you have really

Recently cases have emerged of animals left in houses or private property or even

been a hero and that dog or cat will be grateful to you for the rest of its days. ARK

in cars when owners have disappeared, maybe as a result of bankruptcy or other

is always willing to give advice in rescue cases.

reasons. Sometimes neighbours or sometimes relatives call us in these cases. If
someone can sign over the animal(s) using a surrender form we keep, this is OK.

This article first appeared in ARK’s newsletter No.35, autumn 1999
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Happy
Homes

トゥインクルとピグレット Twinkle & Piglet
Twinkle (left) was found on a roadside in Gifu. Although she had lost both eyes,
she could run around and play like any other kitten but who would want her when
there were so many other healthy kittens to choose from ?
Piglet (right) was abandoned with other cats in a plastic box in the middle of the
night in front of ARK. Like Twinkle she has a disability, a mobility disorder which
causes her to walk unsteadily.
ARK staff were overjoyed when both these kittens were adopted by the same
warm-hearted person who will give them a wonderful home for the rest of their
lives.
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よかったね、
ジョーイ！

ジ

ョーイが大阪城公園からアークにやって来たのは、1997年

12月のこと。
ジョーイを含む26匹の犬を飼っていたホームレス

の男性が逮捕されてしまったのです。警察は、公園管理事務所に、事件

が解決するまで犬の面倒を見てほしいと要請しました。事務所の職員

は犬のことは皆目わからないので、保健所に連絡しました。保健所職員

は犬を公園の一隅に移し、風雨も満足にしのげない所で鎖につないで

飼ったのです。
たちまち、
目もあてられない惨状になりました。
あちこち

から侵入した水で地面はドロドロに

J

oey came from Osaka Castle Park in December 1997. He and 25 other dogs
had been kept by a homeless guy who had got arrested. The park office was

asked by the police to look after the dogs until a solution could be reached but
they, knowing nothing about dogs called the hokensho officials who moved the dog
to one area of the park where they were all chained without any protection from
the elements. The condition there quickly became a hell-hole. Water seeping in
everywhere, the ground was a quagmire. With no dry ground the dogs were forced
to sleep on the wet mud in their own excretement.

ぬかるみ……乾いた地面がないた

Food thrown at them by nervous officials meant the

め、犬たちは泥土の上で排泄物にま

strong dogs fought the weak to get it. Joey was one

みれて眠らなければなりません。餌

of the weakest; small and with deformed hind legs he
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は、職員がおそるおそる投げ与える

was near to death when we rescued him.

ので、強い犬が弱い犬を攻撃して奪

い取る始末。ジョーイは、弱い犬の

While at ARK, Joey had another brush with death.

1匹でした。体が小さく、後足が変形

He was living with two other dogs in a prefabricated

した彼は、私どもが救出したとき、
ほ

house when one night during a typhoon the side of

とんど死にかけていました。

the mountain slid down enveloping the house and

アークに来てからのジョーイは、

destroying the fencing. If a person had been in the

またしても、死の恐怖に見舞われま

house they would certainly have been killed but Joey

した。彼と他の2匹の犬はプレハブ

and his friends managed to find a small hole through

小屋に住んでいましたが、
ひどい台

which to escape to safety.

風の晩、裏山の崖が崩れて土砂がそ

の小屋に覆いかぶさり、柵を押しつ

In time, the other dogs rescued from Osaka Castle

ぶしたのです。
もし、小屋に誰かがが

Park found loving homes but Joey was passed over

住んでいたら、その人は間違いなく

死んでいたはず…。
ジョーイと仲間は小さな抜け穴を見つけて、命から

がら脱出しました。

Joey's story

time and again so he became a sponsored dog. Now
however after all these years, he has found a wonderful home with Hattori san.

大阪城公園から救出された他の犬たちは、やがて、里

When Bounty, an older ARK

親に引き取られていきましたが、幸運の女神はいつもジョ

dog which Hattori san adopted

ーイの上を素通り！ そこで彼は「スポンサーペット」用

some years ago, passed away

の犬に指定されました。
ところがこのたび、
とうとう、
ジョ

recently, she came to us again

ーイは服部さんの家に迎えられることになったのです。

saying she wanted to adopt an

服部さんは数年前にアークからバウンティという犬を

old dog which had little chance

引き取ったのですが、
その犬が最近死んだので、再びアー

of finding a home. So Joey

クを訪ねてきました。
「里親にめぐり合う機会のない老犬

has finally hit the jackpot and

がほしい」
というのが彼女の希望でした。
そこで、
ジョーイ

we would like to thank Hattori

にラッキーチャンスがまわってきたというわけ。服部さん、

san for her warm-heartedness

ありがとう！ おかげで、
ジョーイにもやっと
「わが家」が

in offering him a place he can

できました。服部さんのやさしさに感謝し、心からお礼を
申し上げます。
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now call ‘ home.’
大阪城公園、
1997年

Joey, Osaka Castle Park, 1997

トゥインクル（写真左）は岐阜県内の道路の脇に捨てられていました。
彼女には両目の視力がほとんどありませんが、他の子猫たちと同じよう

に走ったり遊んだりできます。
でも考えてみてください。他に健康な子猫

がたくさんいる中で、
あえて彼女を選んでくれる人が果たしているでしょ

うか？

ピグレット
（同右）
は他の猫たちとともに、
プラスチックのケースに詰めこ
まれて、夜中にアークの前に棄てられました。
この子は先天的な運動障
害をかかえており、安定してまっすぐに歩くことができません。

「この２匹を一緒にわが家で引き取りたい」
というお話を頂いた時、
ARKスタッフの喜びがどれほどだったか、皆さん想像して頂けるでしょ

うか！ この世の中には、本当に、心優しい方がいらっしゃるものです。

i there. Tonto, a friend and I went out for a big walk last weekend. He loves
the weekends as he has figured out the work week (and yes I get some very

bad looks, but I do work from home often). He get so excited for the weekend
walks as they involve more smells, and he is such a little trooper. When it is hot I
wet him down which he is not entirely happy about at the time, but then just loves
being nice and cool.
I think he has put on a little weight since you last saw him, but from the photo
I hope you agree he has reached a stage where he looks good and is happy, (well
happy until feeding times when he expects a lot more than he actually gets) and
he’s lost that look of “I am so hungry.”

お

Tonto
変わりありませんか。先週末、
トントと友人と僕とで遠くまで散

歩に出かけました。
トントは僕の勤務日がわかっているので、週

末を待ちわびています。週末の散歩となると、
トントはいろんな匂いをた

っぷりと嗅げるから、
大はしゃぎ。
体は小さくても騎兵馬みたいに勇まし

く進軍します。暑いとき、僕が水をかけてやっても喜びませんが、
その後
は、涼しいからか気持良さそうです。

トントは、以前に比べて少し体重がふえたかも。
でも、写真からおわ

かりでしょう？ まあまあ元気だし、幸せに暮らしているってこと。食事

の前は、
いつも期待が大きくてワクワク。
でも実際には少ししかもらえ

なくてガックリ。
それでも、
「腹ぺこだよ～」
という表情はしなくなりまし
た......（中略）

He also has in the last

重症化してきました。毎朝、僕は、
目が覚

major case of wag tail! In the

めたとたんに大げさな「キャバリア式あ

mornings when I really wake

いさつ」
を受けます。彼らのこの習性につ

up I get a huge cavalier hug. I

いて何かで読んだことがありますが、
トン

read about this little habit they

トの場合、僕が完全に目覚めているのを

Basically he figures out

確認するやそばにやって来て、顔の上に

I am really awake and then

飛び乗ります。
これが彼流の愛情表現と

he comes up and jumps on

いうわけ。
その後で、散歩やハグもします

my face. Its his little way of

が、毎朝繰り返されるこの
「儀式」
は格別

saying “ I love you.” After that
it’s

のものです......（中略）

walks and hugs etc, but

アークの皆さん、
お世話になりました。

the morning routine is the real

トントは我が家の一員におさまって、
ご

thing.......

近所に
「ごあいさつ」
も済ませ、
すっかり

So thank you my wonderful
ARK people.

落ち着いています。今度犬連れのイベン

Tonto has a

トがあるときには、是非参加したいと思

wonderful new home, and now

っています。皆さんにお目にかかりたい

he has marked the whole area,
is very comfortable. We would
love to come to the next dog event and meet you, he loves meeting other dogs.
Please let the ARK Osaka team know that Tonto is very happy. Oh I really don’t
think he is as old as first thought. Seeing him with other dogs of the same breed I
would put him at about seven. He is a little confused with that.
He also has moments now when he is just puppy! Mainly coming home after a
walk and knowing food is coming, but I don’t care.
Many loves
From Tonto and David
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ここ2週間ほど、彼の
「尻尾振り病」
が

couple of weeks developed a

get.

A VOICE FOR ANIMALS

H

トントの近況

ですし、
トントもいろんな犬に会うのが

大好きですから。
というわけで、
トントはすごくハッピーだと大阪アーク

の皆さんにご報告します。

あ、
そうそう。
トントは最初に推測した年齢より若いのではありません

か？ 同じ犬種仲間にまじっているトントは、7歳くらいにしか見えなの

です。本人もちょっと混乱してるみたい。
「まるで子犬だね」
と思っちゃう
瞬間もあります。散歩から帰ったら、
「さあ、
ごはんだ」
とばかりに待ち構

えていたり…。 僕は知らん振りしてやりますけどね。

ごきげんよう

トントとデイビッドより
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「わんラブ湯」

今

Wan-Love-Yu

年６月、制御機器製品メーカーのIDEC株式会社（大阪市淀川

区）
から、
ドッグバス用気泡生成装置「わんラブ湯」
をご寄贈頂き

ました。
６月１０日に同社システムエンジニアリング事業本部長の中野

智之氏が自らアークを訪問、
アーク代表オリバーに直接、製品を手渡し

て下さいました。
その日のうちにアーク内のグルーミングコーナーに設
置、早速使い始めました。

I

DEC, a machine manufacturer in Osaka, donated "Wan-Love-Yu", a microbubble generator for dog bathing in June. On 10th June, Tomoyuki Nakano, the

vice president of IDEC System Engineering Department, visited ARK and handed
the machine to Elizabeth Oliver, ARK's director. The equipment was immediately
installed at the ARK trimmers' grooming room, and started working.
"Wan-Love-Yu" generates micro-bubbles and turns the tub

「ワンラブ湯」
を使うと、発生するマイクロバブル（

water as white as milk. Sebum and dirt on dog skin easily

微細な泡）
でお湯がミルクのように白くなり、泡の力

come off and float to the surface from the effect of micro-

が犬の表皮の皮脂と汚れを浮かせます。通常の汚れ

bubbles. No shampoo, soap, or detergent, are necessary

であれば、
シャンプー液が全く不要。
そのため、皮膚

as long as the degree of grime is not extremely severe.

についたシャンプーを洗い落とす
「ゆすぎ」
の行程も

Naturally, there is no need to rinse off after bathing. This

不要です。皮膚が繊細な犬にも問題なく使えます。
ア
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ークでは、
この
「わんラブ湯」
を使って毎日数頭の犬

for dogs with sensitive skins.

を洗っています。入浴中の犬たちは、
とっても気持ち

Using "Wan-Love-Yu ", ARK trimmers bathe several dogs

良さそうにしています。入浴後は、通常のシャンプー

every day. Dogs look very comfortable during a bath, and

の後よりも皮脂の匂いが少なく、時間がたっても洗

the sebum comes off much better than using a normal

浄直後の
「フワフワ感」
が長く残ります。
おまけに、入

shampoo, the coat has a fluffy touch which keeps cleaner

浴を手伝うトリマーの手も、
しっとり・すべすべに！

このように
「わんラブ湯」は、犬にもトリマーにも、
それから環境にも

大変優しい装置です。皆さんの中で、
「わんラブ湯」
の購入にご興味のあ

る方は、
お気軽にARKまでお問い合わせ下さい。
アークを通じてご購
入いただくと、売上金の一部がアークの活動支援に使われます。
（製品

の詳細は、www.dog.idec.comをご覧下さい。）

「わんラブ湯」
が来る前と後で、
アークでは犬のシャンプーに関する何
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もかもが本当に変わりました。
このマイクロバブルのお湯で入浴を終え
たばかりの、清潔ふわふわの犬たちはアークの誇りです。

アークの犬たちもトリマーも、
「わんラブ湯」
が大好きです。中野様を

はじめ、
この製品の寄付のためにご尽力下さったIDECの皆様に、改め

longer. In addition, ARK trimmers' hands have become
much smoother and softer as a result of using the " Wan-Love-Yu."
"Wan-Love-Yu" is a friendly equipment for dogs, for trimmers, and also for the
environment. It is a machine that no dog beauty parlour or shelter which keeps
many dogs should be without. Please contact ARK Office if you have an interest
in purchasing a "Wan-Love-Yu". For more information, please see http://www.
dog.idec.com/japan/
Thank you Mr.Nakano and the IDEC team for your wonderful donation which has
made such a world of difference to us. The dogs love it, the trimmers love it and all
the staff love the clean, fluffy-coated dogs that emerge from this special bath.

て心から感謝を申し上げます。

→

→

ARKパネル展 ＠「Magatama」

ARK Exhibition ＠「Magatama」

今秋の動物愛護週間にあわせて、
大阪市内にあるカフェ
『magatama』
に

Starting in "Animal Protection Week", a photo panel exhibition of ARK will be held at

て、
アークパネル展を行います。
写真家の原田京子さんによる、
アークの子
たちの生き生きとした写真をお楽しみください。
日時：

場所：

9月21日
（月）
〜10月18日
（日）

11:00 〜 23:00 （入場無料）

magatama cafe x dining
大阪市中央区玉造1-4-14

http://www.magatama.net

最終日の10月18日
（日）
にはARKの代表オリバーのトークショーおよび

座談会を設けます。
グッズ販売も行いますので、
皆様お誘い合わせの上ぜ

ひお越し下さい。
（詳細は決定次第HPにてお知らせ致します）

10

makes bathing a dog very easy and is especially suitable

Magatama cafe in Osaka city. The photos were taken by Kyoko Harada, a popular commercial photographer who is a keen ARK supporter.
Date:
Location:

Monday 21st Sept. - Sunday 18th October 2009

11:00 - 23:00 (Free entrance)

Magatama cafe and restaurant
1-4-14 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka city
http://www.magatama.net

On the final day, we will have a talking session with Elizabeth Oliver, ARK's director.,
. ARK goods will be sold at the venue, too. Please drop by with friends. We will put a
notification on ARK homepage when every detail of the exhibition plan is fixed.

東京ニュース
「地球横断

Tokyo News

犬猫ものがたり ～絆～」のお知らせ

From across the earth – Stories of cats and dogs and their bonds with people

世界を旅し、犬や猫と人々との関わりを撮影し続けている気鋭の動物写真家、浅岡恵さんの写真展を開催します！
会場では、遺棄されるペットを救う活動を続けるCATNAP、阪神大震災での犬猫救済活動以降、国際

的ネットワークでペット問題に取り組むNPO法人ARK等の活動紹介、里親探しコーナーを設けるほ

か、若手クリエイターによる動物と人の絆をテーマにした作品の展示・販売なども行います。
● 期間

10 月６日
（火）～ 17 日
（土）

            10：30 ～ 18：30

入場無料

                会期中は12 日
（月）
のみ休館。
               ＊ 犬猫同伴可
  

(抱っこか籠に入れての入室にご協力お願いします)

〒150-0001 渋谷区神宮前4-3-16
ヤマナシ ヘムスロイド内

      TEL 03-3470-3119

● アクセス

FAX.03-3470-2669

東京メトロ
「表参道」駅A2 出口より徒歩2 分。
ベネトンとモルガンの間を入り正面。

                                                       協力:   NPO法人アーク
（ARK）、CATNAP、豪徳寺なみき動物診療所
TWO WEEKS dedicated to taking a second look at the relationship between

Date:

animals and people through Megumi Asaoka’s photography of dogs and cats

10:30 – 18:30, free entry, closed Monday October 12

around the world.

*Cats and dogs are welcome (held or in a carrier)

The welfare organizations participating include CATNAP, a Tokyo group

Location: YHI Gallery 4-3-16 Jingumae, Shibuya 150-0001
TEL 03-3470-3119 FAX.03-3470-2669

that rescues animals from Animal Control Centers and ARK. There will be a
slideshow of animals waiting for adoption and the exhibition and sale of works
by young artists on the theme of the bond between animals and humans.

October 6 (Tuesday) to 17 (Saturday),

Access:

Two minute walk from Omotesando Station Exit A2.
Turn right between Beneton and Morgan.
NPO ARK, CATNAP, Gotokuji Namiki Animal Clinic

７

月の中旬、
ＡＲＫからメールを頂きました。生後９ヶ月の雄の猫の

フォスターさんを探していると。東京ＡＲＫのオフィスには、他にも

引き取り手を待つ手のひらサイズの子猫２匹がスーパーボールのように
部屋を飛びまわっていました。隣の部屋には、忠実そうな目をした茶色

の犬も引き取り手を待っています。
あ

ん状況が変わって、精神的に極度に不安になるのは当たり前。泣き続け

るには理由があるのだから、
それに対処できずにどうするの！」

私ははっとしました。猫の小さなピンクの手にはかさぶたがあり爪も

ボロボロです。
きっとひどい状況の中で、
この子なりに一生懸命生きてき

たのですね。
弱気になった自分が恥かしくなりました。

１週間が過ぎ、
ジャクソンは私の大切な家族の１人になりました。
ＡＲ
Ｋに問い合わせると、
まだ里親さんが決まってい

あ、宝くじが当たったらこういう子た

ないとのこと。
うちで引き取ることに決めました。

ちを引き取れるのに。自分が芸能人

名前もアリス
（ＡＲＩＳ）
にしました。
ギリシャ神話

だったらもっとＡＲＫの役に立てるの

の勇士にちなんで強くなるようにと思いをこめて。

その中に猫のジャクソンがぽつん

身ににしみて感じました。動物はとても純真で、

に。
色々な考えが頭をよぎります。

フォスターという一時預かり制度の大切さを

といました。
ストレス性の鼻炎で息が

人間に捨てられても無視されても虐待されても

苦しそう。血の混じった鼻水が止まり

一生懸命生きようとします。動物は何歳になって

ません。涙も止まらず目ヤニが出続け

も中身は純真な赤ちゃんと一緒だと思います。私

いたので、獣医さんで背中は毛をそら

ることができます。そして一時的であっても犬猫

ていました。
アリやノミにたかられて

のような個人でも、
フォスターとしてお手伝いす

れていました。必要事項を教えて頂き、早速家に連れて帰りました。

たちに安心できる環境と愛情を与え、見守っていると、
こちらの心の中が

した。
ずーっと鳴いていました。夜になっても３０分おき位にはっとしたよ

えません。
すーすー寝ている姿をみていると心が洗われます。
かわいいだ

らジャクソンは精神的に病んでいるのでは？ 私では世話ができないか

フォスターとして、少しでも行き場を必要としている子たちの役に立てれ

わが家に来たその日、
ジャクソンは食事も水も受けつけず鳴いていま

うに飛び起き鳴き続けました。
ほとんど眠れず朝がきました。
もしかした
も… とても弱気になりました。

そのとき、母が私に言いました。
「この子はまだ赤ちゃんでしょ。
とつぜ
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Participants/Sponsors:

フォスターさんからの報告

A VOICE FOR ANIMALS

● 会場 YHI ギャラリー

暖かくなってきます。
ちょっとしたかわいいしぐさやけなげさに笑顔が絶

けではなく大変なこともありますが、
それが命だと思います。
これからも
ばと思っています。

（英語の原文を要約し、
日本語に訳しました）
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Reynard,
the foxy dog becomes a Star at Universal Studios
2008年度アーク活動報告
Report from ARK

あ

る老練の庭師がかつて言いました。
「庭付きの新しい家を手に入れ

たら、最低1年間は庭をいじらず、生えている植物が季節毎にどん

な変化を見せるかをじっくりと観察した方がいい」。

A

n old gardener once said, " if you buy a new property with a garden,

don't touch the garden for at least a year until you have observed

what is growing there through the different seasons." So it has been

篠山にある新しいアークの土地がまさにその通

with our new property in Sasayama. A year has now

り。私どもは、
この1年間、敷地内の樹木や植生が

passed and we have seen the wonderful trees and

四季折々に変化する様子を見てきました。10年

plants there through each season. The land had

間手入れをせず、荒れるにまかされていたため、

been neglected for about ten years so creepers,

つる性の植物が木肌に巻きついて枯れてしまっ

some the thickness of pythons has enveloped the

た樹木もあります。冬の間、幾日もかけてつるを切

trees, killing quite a lot of them. During the winter we

り払い、樹木が「呼吸できる」
ように、私どもは一

worked hard to cut down these creepers and allow

生懸命作業しました。
また、至る所に群生して２

the trees to 'breathe.' And the susuki grass which

m以上にも伸びたススキも定期的に刈り込んで、

towered over two metres high everywhere has

芝と同じ高さにそろえました。建物の建築プラン

been reduced to lawn height by constant cutting.

A VOICE FOR ANIMALS

も整い、設計許可を申請する段階です。建築基準

Now the building plans are ready to go for planning

が厳しく、特に、防火と耐震面の制限があるため、

permission. Due to strict building regulations,

当初プランの修正を余儀なくされました。今ある

especially concerning fire and earthquakes, the

樹木に関しては、大半を残すように最大限考慮し

original plans have been re-arranged ( taking into

ています。建物内部の容積については計画通りで

account the preservation of most of the trees ) but

す。

the dimensions inside the buildings remain the

敷地内の景観はいよいよ美しさを増し、
この地

same as before.

がアークの新しいシェルター／サンクチュアリに

The whole place looks better and better, confirming

ふさわしい
「理想郷」
であるとの思いをますます強

めているこの頃です。今後も最新情報をご報告して

まいります。

our original belief that this is the perfect site for
今年６月に完成した新しい猫舎
New cat house completed in June

our new shelter and sanctuary. We will keep you
updated on developments.

2008年4月1日から2009年3月31日までの動物頭数の動き

Animal numbers 1st April 2008 - 31st March 2009

猫： 受け入れ数149、
リホームした数95、安楽死件数40、
死亡数3

<Cats> In: 149 Rehomed: 95 Euthanized: 40 Died: 3

犬： 受け入れ数221、
リホームした数192、安楽死件数54、
死亡数6
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<Dogs> In: 221 Rehomed: 192 Euthanized: 54 Died: 6

アーク会計２００８年４月１日〜２００９年３月３１日
支出の部

Expenses in Japanese yen

給料・スタッフ諸費
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

Staff salaries

Travel expenses

Telephone/postage

Printing/Office supplies
General supplies

Maintenance/repairs
Gasoline/petrol

Water/electricity
Rent

Insurance

Misc.commissions
Taxes

Miscellaneous

その他商品制作費
経常支出合計

8,235,694
2,222,785
1,499,816
1.433,913
160,709

1,504,044
2,279,377
8,321,283
758,140

2,179,686
3,972,012

10,821,560

Animal supplies

Animal food

PR/Advertising

Printing calendar

Other goods production costs

Total Current Expenditure

当期支出合計

Fund expenses

Total Expenses

収入の部 Income in Japanese yen
NPO理事会費
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

863,036

Veterinary fees

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

資金支出
58,839,520

ARK accounts

前期繰越額

Membership/donations
Calendar sales
Goods sales

Miscellaneous incomes

63,361,897

179,080,318

130,000

97,351,258
15,951,055
1,532,380

2,325,340

Sub-total

117,290,033

Net income

124,072,796

Fund Income

6,782,763

Balance brought forward

137,669,973

Expenditure balance

- 55,007,522

当期収支差額

Current Income §

1,016,736

次期繰越額

Balance -brought-forward

5,655,575

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！
！

39,697

2,843,686
2,926,600

144,552

115,718,421

82,662,451

We would like to thank all the individuals and families, as well as organizations who have donated money and goods and who have supported ARK.
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Badger passed over Rainbow Bridge last autumn but he continues
to send his letter to ARK.

H

ave you ever noticed how dogs walking on leads are much more
aggressive to each other than dogs running free ? This is of

course mostly due to the tension the owner feels when he/she sees

another dog coming towards them. " Is there going to be trouble? Are
they going to fight? " This tension goes straight down the lead and
the dog which was probably relaxed and sniffing around, suddenly

tenses up and starts to act aggressively. In the case of dogs which
are permanently chained up at home, this problem is exacerbated

and some chained dogs are so overcome by frustration and constant
tension that they end up becoming literally crazy.

One sad case I heard about recently which illustrates this.

リ

Male dog A (of course un-neutered) kept on a chain outside for 11

ルが起きるのでは？」
「けんかするかも…」——ご主人の心配が、
すぐさ

rid of your dog." A's owner is not a bad person, in fact he really loves

ードをつけて散歩している犬の方が、
自由に走りまわっている犬

よりもコウゲキ的だって知ってた？ そのわけは、他の犬が近づ

いてくるのを見た飼い主が緊張して、
それが犬にも伝わるから。
「トラブ

ま、
リードを通して犬に伝わり、
それまでリラックスして、
においをかぎ

まわっていた犬が、
とつぜんびくっとして攻撃するんだ。年がら年中つな

がれっぱなしの犬なら、
なおさらのこと。
「よっきゅうふまん」
とたえまな

い緊張から、文字通り気がくるう犬もある。

最近きいたあわれな話は、
その典型的なケースだ。
オス犬のAは、11年間も家の外で鎖につながれて飼われていた。
もち

近所のオス犬B（やはり、鎖につながれていて、手術はしていない）
を攻
撃した。
どちらの犬にもたいしたケガはなかったけれど、
Bの飼い主が腹

を立ててAの主人に言った。
「おまえの犬をなんとかしろ」
と。

Aの主人は悪い人じゃないし、Aのことをかわいがってもいた。
でも、

日本じゃ、
「ご近所づきあい」
の方が犬に対する愛情よりも大事だよね。
Aの主人は
「なんとかしなくちゃ」
と考えた。彼は近くの動物愛護団体に

電話して、犬をひきとってほしいと頼んだ。
その団体は２つの提案をし

た。 1）犬に去勢手術をすること。 2）庭のまわりにがんじょうな塀を

つくって、Aが自由に走りまわれるようにすること。 そうして、
ストレス
を発散させればダイジョーブでしょう、
と彼らは言った。
もっともな提案
だった。

でも、Aの飼い主はそれに従うことなく、犬を保健所に連れて行っ

た——Aが小部屋に入れられたあげくにガス室でむざんに殺されると

also-chained-unneutered-male-dog B. Although neither dog was

seriously injured, B's owner immediately reacts angrily saying " get
A but in Japan neighbour's feelings count for more than any feelings
you may have for your dog. A's owner feels he has to do something.

He phones a local animal welfare group asking them to take his dog
but they suggest he solves the problem by a) neutering his dog and
b) building a stout fence around his garden where A can run freely
and release some of his tension. All reasonable suggestions.

But A's owner thinks differently and takes A to the hokensho where he
knows poor A will be kept in a cell before being gassed. A miserable

death. Notified by the hokensho that A is in there , the animal welfare

group decide to save him. They take him to a hospital for a week's
observation. But when they go to collect him, the vet tells them, poor
A died an hour before. He died of a broken heart.

A's owner consumed with guilt sends money to the group but they
return it saying that money could have been used to neuter A and
build a fence, paying money does not absolve him of the guilt he
should bear for killing his dog.
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ろん、
キョセイ手術なんかしていない。
ある日、Aは逃げ出して、
すぐさま

years breaks loose one day and immediately attacks a neighbour's

A VOICE FOR ANIMALS

（昨秋
「虹の橋」
を渡った後も、
バジャーは天国からアークへ手紙を送り続けています。）

I am pleased to say that no dogs at ARK are chained nor will they
ever be as we make sure new owners have a proper fence before
we hand dogs over and of course they are all already neutered which
solves the other problem.

わかっていながら。Aが収容されていると保健所から連絡をうけた動物
愛護団体は、犬を助けようと思った。彼らはAを病院へ連れて行き、1週

間様子を見ることにした。1週間後に迎えに行ったところ、獣医が言っ

た。
「かわいそうにAは1時間前に死にましたよ」
と。主人に見放された

ストレスが死因になったらしい。Aの飼い主は罪の意識に苦しめられ、
愛護団体にお金を送ったが、
つき返された。彼らはこう言ったんだ。
「お

金は、Aに手術をして、塀をつくるのに使うべきでしたね。今さら金を出

しても、犬を死なせてしまった“ツミホロボシ”にはなりません」
と。

さいわい、
アークの犬は鎖につながれることもなく、
みんな自由だし、

この先、
だれかにもらわれてもダイジョーブ。犬を里親さんにわたす前

に、
その家にちゃんとした塀があることを確認しているもの。
もちろん、

ヒニン手術は、必ず受けてるから、
「別の問題」
だってダイジョーブ。
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生徒と共に動物を愛する ― ネコロジーからねころ部へ

今

から13年前、37匹の猫たちが、私の勤める山手学院の敷地内で
暮らしていました。近隣の方々の協力のもと、彼らにＴＮＲを行った

活動グループは、
『校内ネコロジー』
と呼ばれるようになりました。
そして

2005年、校内の部活動として正式に認定され、
同時に
『校内ネコロジー』

のが全ての始まりでした。
まずは少数の猫の世話をしながら、猫たちの観

は
『ねころ部』
へと名前を変更しました。

がわかりました。

から、校内で子猫が生まれることはなくなりました。猫たちは清潔かつ健

ず彼らから始めることにしました。全ての猫たちにＴＮＲを行うのは難しい

は猫たちの快適な日々の生活を維持すること、
ＴＮＲの周知（もちろん家

きたこと、
ＴＮＲもすでに始めていたことを、私は知ったのです。
そのおかげ

は年に1度、学院祭（山手祭）
で里親会を開催します。
これは一年の活動の

察をしました。
その結果、校内の猫たちは3つのグループを作っていること
私が普段使用している駐車場のそばに暮らす12匹の猫のグループ、
ま

のではないかと私が考え始めた時、近所の方々が長年彼らの世話をして

で、程なくして校内のほ

とんどの猫のＴＮＲが済
んだのです。

私たちのＴＮＲプロジェクトは成功しています。
ネコロジーが結成されて

康で、ねころ部の部員以外の生徒たちにもとても愛されています。私たち
庭で飼われている猫の不妊手術も！）
を目指しています。
また、ねころ部で

ハイライトの一つでもあります。

そして、去年の2月からＡＲＫの活動に参加するようになり、ねころ部に

新たな風が 吹き込みまし

A VOICE FOR ANIMALS

その 後 、近 所 の 方 々

た。今ではＡＲＫのお手伝

もの、素晴らしい管理能

とするボランティア活動で

いう女性を紹介されまし

猫たちは、
みんなフレンドリ

に、
とても活動的で働き

いは生徒たちが一番楽しみ

力を持ったミキコさんと

す。里親会に参加する犬や

た。彼女が私たちの活動

ーで元気です。
スタッフの皆

を取りまとめてくれるよ

さんもまた、生徒たちを暖

ちろん年齢や性格をウェブサイトに掲載し、猫たちの日々を綴ったブロ

2人の生徒が冬休みの間、

うになったのです。
そして2002年5月、彼女は全ての猫たちの写真はも
グまで開設。私たちの活動は
『山手ネコロジー』
と呼ばれるようになりまし
た。
(URL: http://www.yamate-necology.com)

私たちは猫たちのために小さなハウスを校内に設置すること、必要な時

はネコロジーのメンバーが校内に入ることを、教育委員会に申請し、許可

されました。
ミキコさんは現在もねころ部のホームページを管理し、
ブロ
グを更新し、猫たちに毎晩フードを上げています！

かく迎え入れて下さいます。

期間限定で一時預かりボランティアという貴重な経験をしました。学校で

は、
もっと生徒や保護者の方々にＡＲＫを知ってもらうよう、
ＡＲＫについ

ての専用掲示板があるのです！

2009年1月17日、東京アークスタッフは、横浜・山手学院にて年2回開催

される土曜講習に、講師としてお招きいただきました。ARKについて、
日本
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多くの生徒たちが、校内に暮らす猫たちへ関心を持ち始めました。私た

と海外のペット事情の違いについて、真剣に聞いて下さった生徒及び保

たちについてもいつも目を配る、生徒たちのグループを作りました。その

りがとうございました。私たちＡＲＫスタッフは、
このような機会をいつで

ちは、
エサやりやグルーミング、細かな健康チェックをし、地域の新入り猫

護者の皆さん、
貴重な機会を与えて下さった山手学院の先生方、
本当にあ

も待っています！ ぜひ、
東京アークまでご連絡ください。

Starting young - community TNR group leads to on-campus club

A

bout 13 years ago, there were 37 cats at the school. I didn’t really
notice them until I got Cosmos, my first cat in Japan. Not long after

I noticed one or two cats and started to get to know them, I found that
there were three groups of cats on campus.

There were 12 cats in the group nearest where I parked my car, so I

started the TNR program there. I was beginning to think I would never
get them all done when a man and a woman from the neighbourhood

Julie Okamoto

There was a lot of interest in the cats from the student body. We

formed a group of students which would feed and groom the cats, take
note of any health problems, and alert Necology of any new or unknown

cats in the area. We were known as (in-school Necology). In 2005, we
applied successfully to be recognized as an official school club and
changed our name to Nekorobu.

Our TNR program has been successful – no kittens have been born

came to the school to tell me that they had been feeding the cats for

at the school since Necology started. The cats are beautiful, healthy,

us, we had had most of the cats on campus neutered.

focus on campus is to maintain a high standard of living for them, and to

years, too, and had also started TNR. We soon realized that between
Not long after that, I was introduced by the same people to Mikiko,

who soon began to coordinate our group. In May 2002, Mikiko, who is
a very talented organizer and hard working person, set up a web site

and put photographs of all the cats (there were 23 cats by then) with

and very popular even with the students who are not in the cat club. Our
try to educate people about TNR (and neutering housecats!). We also

have an adoption event each year at the school festival, which is one of
the highlights of our year.

Although we only became involved with ARK last February, our

their names, ages, genders and medical information on it. She also set

involvement with ARK has given our club new direction. Helping at ARK

Necology”. (URL: http://www.yamate-necology.com)

dogs are friendly and playful and the staff always make us feel a part of

up a blog to detail the cats’ activities. We called the group “Yamate
We approached the school for permission to put a small kennel on the

grounds for the cats, and for our members to come onto school property

when necessary. Permission was granted by the school board the same
year. Mikiko still manages the web site, runs the blog and feeds the cats
every night!
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ジュリー・岡本

adoption events is a firm favorite amongst our activities - the cats and

the good work they do. Two of our students fostered ARK animals for

the winter holidays and really enjoyed the experience. We also have an

ARK notice board which we hope will lead to more interest in ARK from
students and parents.

「BBQパーティ」篠山で開催

I

t looked as if the gods were against us when the heavens opened as we
prepared for our BBQ Party on July 26th. But happily the weather cleared before

our guests arrived. Altogether with staff and volunteers plus 30 dogs, about 80
people including the British Consul-General in Osaka, Chris Stuart with his wife
and son, joined us and enjoyed the mountain scenery and greenery at our future
facility in Sasayama. The dogs loved being able to race around the dog land but
unfortunately, due to the heavy rain, the river was a bit too high for a little paddle.
Lots of photo opportunities however and a chance to meet up with old friends,
human and canine. By next year we hope to have our training/ event building up
so that we no longer have worries about holding an outdoor event on a rainy day.
Thanks to ARK staff and volunteers who built such a professional BBQ and
who worked so hard to make the party a
success.

7

BBQ Party in Sasayama

月2６日、
アークの
「BBQパーティ」
準備中に突然大雨が降り出した

ときは、
天をうらめしく思いました。
ところが、
お客様が到着される頃

には、
幸運にも、
空が晴れてきたのです。
スタッフとボランティアを加えて
総勢約80名もの方
（プラス犬30匹）
が篠山の
「サンクチュアリ」
予定地に

集まり、
山に囲まれた緑豊かな景観を存分に楽しみました。
ゲストの中に

は、
（在大阪）
英国総領事クリス・スチュアート氏ご夫妻とご子息のお姿も

ありました。犬たちはドッグランドを走り回って大喜びでしたが、大雨で
川が増水していたために水遊びができなかったのは残念です。
参加され

た方々は思い思いに写真を撮ったり、
なつかしい友達
（人間も犬も…）
と
の再会を楽しんでいました。
来年までにはトレーニングや催しができる環

境を整え、
天候の心配なく戸外でのイベントを実施できるように考えたい

ものです。
ご参加下さった皆さん、運営を手伝って下さったボランティア

さん、
本当にありがとうございます。
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In 2002, the British Embassy
in Tokyo started a celebration
called ‘Green Alliance’ to mark
the 100th Anniversary of the Anglo-Japanese Alliance 1902. The Green Alliance
decided to donate UK-born oak trees (Quercus robur), as a symbol of Britain, to
towns and villages across Japan that had links with the UK. ARK received a tree
on April 29th 2002 which we planted in the centre of ARK’s Osaka shelter.
We thought that it would be a perfect symbol to place in the entrance to the new
facility in Sasayama. However that oak tree has grown enormously in the past
seven years and from a sapling of about 70 cms high, it has grown into a tree
which is about 10 metres high with a huge branch span. (oak trees can reach 80
metres in height). It is just too big to move and in trying to do so we might kill it.
When we discussed this predicament with the British Embassy, they very
kindly said they could donate another sapling oak tree from the same source
for Sasayama. Our new oak tree arrived here on 2nd June 2009 and for safety
we have planted it in a large pot until a permanent site can be found for it in
Sasayama.
Many thanks to the British Embassy and Jiro Harumi for their efforts in making
this possible. This new tree will indeed stand for many years to become a symbol
of Anglo-Japanese friendship.

英国大使館、2本目の
「オーク」
を寄贈
                                     （2009年6月2日）
2002年、東京の駐日英国大使館は、1902年の
「日英同盟」締結100周

年を記念して、
「日英グリーン同盟」
という祝賀プランをスタートしました。英
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Second English
Oak arrived from
British Embassy
Tokyo, 2nd June

国の象徴として本国生まれのオークの苗木 (Quercus robur) を英国と縁

がある日本各地の町村に寄付しようというものです。
アークは2002年4月
29日にオークの寄贈を受け、
その苗木を大阪府北部にある私どものシェル

ターの中心に植えました。

アークは現在（兵庫県）篠山市に
「サンクチュアリ」計画を進めています。

贈られたオークを入口に植えれば、新施設のシンボルとしてふさわしいので

はないか——私どもはそう考えました。
ところが、
いただいたオークは7年間

で驚異的な生育を遂げ、高さ70cmの苗木が今や約10ｍにもなり、勢いよ

く枝葉を張っているのです。
（オークは高さ80ｍもの巨木に育つこともある

とか。）現在の木は移植するには成長しすぎて、無理に植え替えれば枯らし
てしまう恐れがあります。

英国大使館にこの問題をお話ししたところ、
出所が同じオークの苗木を

篠山の施設にも贈呈しようとの申し出をいただきました。2009年6月2日、
新しいオークの苗木がアークに届きました。安全

のため、大きな鉢に植えて、篠山アーク敷地内の

どこに植えるか、移植場所が決まるまで大切に育

てるつもりです。
このプランを実現するためにお
骨折りくださった英国大使館、ならびに、春海二

郎氏に厚くお礼を申し上げます。
いただいたオー

クが将来大きく育ち、真に日英友好のシンボルと
なることを願ってやみません。
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ARK NOTICE BOARD

A/C Numbers
送金方法のご案内

®

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

Calling ARK?

郵便局 Post Office：
●
●
●

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

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。

８〜１０日 西宮市夙川にて写真展

アークをご支援下さる皆様方へ

１１日 聴導犬協会来訪

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。

２４日 奈良フィールドノートにて里親会

６月
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５日 専門学校見学会
１０日 IDEC社よりわんラブ湯寄贈、設置
２１日 神戸Green Dogにて里親会

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

２１日 NHK取材

７月
５日 NHK取材
９日 日経新聞取材
２０日 高校生見学会
２４日 専門学校見学会
２６日 篠山にてBBQパーティ開催

スポンサー制度 ARK Sponsors

２９日 ARK理事会

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

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。

ARKで必要とするもの

Things we need
犬用：成犬用の缶詰・ドライフード、a/d缶、i/d缶、
処方食ドライ(c/d, z/d, k/d, phコントロール)、、

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

おもちゃ、
プレミアカラー、
シャンプー（ZOICスー

dried senior/maintenance/growth dog food

パークレンジング）、関節用サプリメント、犬用シャ

Cat: Dried maintenance/senior, canned food, toilet

ンプー、
マズル
（大・中・小・極小）

sand, scratching boards, toys . Katsuobushi, dried

猫用：子猫用缶詰＆パウチ、成猫用缶詰＆ドライ

bonito flakes

フード、
おもちゃ、処方食(r/dドライ、w/dドライ＆

General: Premier Collars, S/M/L yard brushes,

缶、i/d缶)、猫ベッド
（ドーム型でないもの）、爪とぎ、
かつお節

Rabbit food / Chicken food, metal buckets, cottonwool, bleach, antiseptic

一般： 新聞紙、
タオル、45Lゴミ袋（何色でも可）、洗濯バサミ
（大）、
ハイター、柄の長いほうき
（ナイロ

soap for hands, washing powder, elasticated vet wrap, large paper (food)

ン製）、
ちりとり、
ブリキのバケツ、
デッキブラシ、水切りワイパーの替えゴム
（コンドル・40cm）、
デジ

bags (used OK), mineral water, pet sheets, dog muzzles (L/M/S/SS-size),

タル体温計（耳で計るタイプ）、乾電池（単一＆単三）、布ガムテープ、ペットシーツ、
ロール状のビニール

tissue paper, toilet paper, blankets, 45l garbage bags, CD-R disks, Printer

袋(20x30cm位)、犬用包帯（ベトラップ）、
キッチンペーパー、
ミネラルウォーター、
ビターアップルスプレ

ink for Canon iP6100D printer, spring flower bulbs (daffodils, tulips)

ー、
ファブリーズ（消臭スプレー）、
ファーミネータープロ
（犬用ブラシ）、
ウサギのフード、
ドッグフードの空袋
（大）、工具類、CD-R、
プリンターインク
（Canon iP6100D用）、花の球根（スイセンやチューリップなど）

