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   If you take this little kitty,    can you look him in the eye.

   Promise to take care of him,     unless one of you should die.
   Promise you'll never abandon him,   due to selfish needs.

   Promise to always consider him,    where ever your life leads.
   Promise to give him shelter,    a life that's free from pain.

   Promise he'll never know hunger,   or be left out in the rain.

   Promise to give him cuddles,   and treat like your best friend.

   I promise he'll reward you,    with a love that never ends.
   If you can make these promises,

then I can let him go.

   Safe in the knowledge,   you'll always love him so.

                                                The adopter's promise, by Gail Worth

この子猫がほしいなら その目をまっすぐに見て
かわいがると約束して、 死がふたりを分かつまで
約束して、
わがままな心から この子を見捨てはしないと、
約束して、
どこにいようとも いつも子猫を思いやると
約束して、
あたたかい宿と 痛みのない命をうけ合うと、
約束して、飢えの苦しみと 冷たい雨から子猫を守ると
約束して、
この子を愛し 心の友として信じると、
子猫はこたえてくれるはず 変わることのない愛情で
約束すべてを守れるなら 子猫をあなたに預けよう、
今はっきりとわかるから あなたはこの子を愛すると
さあ、子猫をお連れなさい
ながい旅路をどこまでも ともにあゆむ道づれに
                                       

  ゲール・ワース
「養い親の約束」



Beacon of hope

Elizabeth Oliver

H

ello Animal Kumamoto-shi (Kumamoto city aigo centre) is a beacon

of hope for homeless animals in Japan. Situated on the southern

island of Kyushu which for some time (Fukuoka in particular) had the highest killing rates in the country, it has managed in the space of less than
12 years to reduce the annual killing rate from nearly 1000 dogs back in

1998 to almost zero. The killing rate of cats has also decreased dramatically, 610 in 2002 to 3 in 2009. Nowadays 80% of dogs and 86% of cats

have a chance of finding a new home. The number of dogs brought in by
owners has declined; 500 back in 1998 to 12 in 2009. (The total number of
registered dogs rose from 22,096 in 1998 to 35,939 in 2008)

citizens as well as registration, monitoring and instruction of pet-related

businesses (pet shops and breeders), together with wild animal protection

and control, it has also broadened its activities to promote animal protection rather than just control. It hold regular adoption events, training

classes, educational events for pet owners and others for employees of

pet businesses. It also promotes TNR and supports local cat control programmes.

On 26th March 2010, we (Briar Simpson from Tokyo ARK and myself)

paid a visit to the Centre. What a warm welcome we had from Dr. Masayoshi Matsuzaki, the chief veterinarian and director and from his staff (a total of 18 including eight vets) Despite the fact that the facilities themselves

were old, built in 1970, the atmosphere from the pots of pansies, to the
with their new owners) as well as the enthusiasm shown by Dr. Matsuzaki
in explaining the work they were doing, made a lasting impression. How
different from the far more modern, multi-billion yen aigo centres I have

visited, where fake Disneyesque exteriors fail to cover up the misery inside. Here the atmosphere was genuine and positive.

Of course they are working within the confines of a bureaucratic system

which moves slowly, in antiquated buildings designed for holding and killing not for animals' comfort and welfare and within a controlled budget so

that it is not possible to make all the changes the staff would like, overDogs at adoption event

    

          譲渡会の一場面

night. The old gas machine remains with the fixtures but the gas cylinders
have gone. The incinerator is still there.

the leading force in instigating these changes. Himself a dog lover, he was
determined to bring the killing numbers in Kumamoto city to zero. Although

many local governments have talked about their wish to do the same,
none have taken positive steps to actually achieve this. Matsuno sensei
has match his words with action.

Action began in earnest in 2002 when the Kumamoto kanri (animal

control ) Centre was renamed Hello Animal Kumamoto-shi. The Centre
started to reject taking in animals from irresponsible owners. This policy

has been reinforced over the years and owners are taught responsible pet
care and offered advice on pet problems. For example if a family dog has

puppies because she wasn't neutered, the Centre will take in the first litter
of puppies and tell the owner that this will not happen a second time and

A little training helps dogs find new homes

トレーニング中の子犬

to get their dog neutered. The Centre has a web page featuring dogs and

cats up for adoption. In 2006 they started a local cat support programme
and began to reject taking in cats unless it could be proved that the cat

had no owner and was a genuine feral. In January 2007, killing by CO²
gas was terminated. Today veterinarians carry out euthanasia by injection
when necessary.

The Centre has set up an Animal Protection Promotion Committee

(Doobutsu Aigo Suishin) composed of 25 members from the following;
Kumamoto City Veterinarian Association, local animal protection groups,
animal-related businesses, a guide dog group, and Kumamoto citizens.

Although the Centre still carries out its mandatory role; registration of

dogs, anti-rabies injection, consultation on pet-related complaints by local



A few small points I felt should change but ones they are indeed working

towards; dogs are still tied, inside and out, (they are hoping to have partitions put into some of the old cells), dogs and cats are not neutered before

being adopted out (perhaps this is something that has to be sorted out

with the veterinary association) and the cats were kept in fairly small open
wire cages without a place to hide and in a cold room. But overall, I came
away from a Japanese kanri centre for the first time ever, with a feeling

of hope, that there is at last a light at the end of the tunnel for homeless
animals in Japan.

本市動物愛護センター、
通称
「ハローアニマル熊本市」
の試
みは、
日本の見捨てられた動物たちに希望の光を示すもの
です。
日本列島の南に位置する九州は少し前まで動物殺処分率が
高く、
特に福岡県は不名誉な記録を保持していました。
ところが、
熊本市は、
1998年には約1000頭あった年間犬殺処分数を、
わ
ずか12年でほぼゼロにすることに成功し、
猫の年間殺処分数も
2002年の610匹から2009年には3匹までに激減させたのです。
今では、
犬の80％、
猫の86％が新たな飼育者とめぐり合う幸運に
恵まれています。
飼い主の手でセンターに持ち込まれる犬の数も、
1998年の500頭から2009年には12頭へと激減しました。
（一方、
飼い犬として登録される犬の総数は、
1998年に22,096頭だった
のが2008年には35,936頭に増えています。
）
一体なぜ、
また、
どうやって、
熊本市はこの成果を達成できたので
しょうか。
変革には、
熊本県出身の民主党衆議院議員松野頼久氏
主導による働きかけが功を奏しています。
ご自身も愛犬家の松野氏
は、
熊本市の動物殺処分数をゼロにしようと決意されました。
同様
の思いを口にする自治体は多くても、
その実現のため積極的に取
り組んだところはありません。
松野先生は
「言行一致」
、
まさに志を
実行に移されたのです。

Notice board appealing for lost pets

        迷い犬・猫探しの掲示板

2010年3月26日、
私は東京アークのブライア・シンプソンととも
に熊本市の動物愛護センターを訪問しました。
私どもは、
センター
所長で主任獣医師の松崎正吉博士とスタッフ
（獣医師8名を含む
本 格 的な取 組みは
計18名）
から実にあたたかい歓迎を受
2002年、
熊本市動物管理
けました。
1970年に建てられた施設自
体は古びていますが、鉢植えのパンジ
センターを
「ハローアニマ
ル熊本市」
と改名したとき
ーや壁面を飾る明るいポスター、
譲渡
から始まりました。
センタ
された犬猫と新たな飼い主との幸せい
ーは、
まず、無責任な飼い
っぱいの写真などが、
暖かい雰囲気を
演出しています。
また、
取組みについて
主から動物を引き取るこ
とを拒否しました。
その方
説明される松崎博士の情熱も、
訪れる
針は数年かけて強化され、
者の心を感動させるものでした。
何十億
円もの巨費を投じて建設した近代的豪
市はペット飼育者に責任
あるケアを指導し、
飼育上
華施設を私はこれまでに見てきました
の問題にについて助言を
が、
それらは、
一見ディズニー風の外観
与えてきました。
たとえば、
を呈しながらも内部の悲惨さを隠し切
避妊を怠ったために飼い
れないもの。
ところが、
この施設には、
ま
犬が子犬を産んだ場合、
セ
がい物でない建設的雰囲気があふれて
ンターでは最初の子犬た Dogs waiting for new homes     
          新しい飼い主を待つ犬たち いました。
ちは引取るけれども、
受入
もちろん、
スタッフは、
遅々として進ま
れは１回限りだから犬に必ず避妊手術をするように飼い主を説得
ない官僚主義の枠に縛られ、
動物の快適さと福祉は無視し、
抑留
します。
ホームページに犬猫情報をのせて新たな飼育者を募りま
して殺すために設計された古びた建物の中で――しかも限られた
した。
2006年には地域猫支援計画をスタートし、
明らかに持ち主
予算内で――働いているのですから、
彼らが望む変化のすべてを
のない猫か、
完全な野生猫でない限り、
猫の受入れをやめました。 一朝一夕に実現できるはずはありません。
古いガス装置は付属品
2007年1月には、
炭酸ガスによる殺処分を打ち切りました。
現在、 がついたまま置かれています。
ただし、
ガスボンベは取り外されてい
処分が必要な動物は獣医師の手で安楽死させています。
ます。
焼却炉はそのまま残っていました。
センターは
「動物愛護推進委員会」
を設立しましたが、
委員会
は、
熊本市獣医師会、
地元動物保護団体、
動物関連企業、
盲導犬
改めた方が良いと思う細かい点が多少あるものの、
センターが
団体、
それに、
熊本市民など25名のメンバーで構成されています。 改善に向かって努力しているのも確かです。
たとえば、
犬を檻の内
市のセンターは、
現在でも犬の登録、
狂犬病注射、
市民からのペッ
外でいまだにつないることなど。
将来は現在の古い小部屋に間仕
トに関する苦情相談など、
行政の役割を担っていますが、
あわせ
切りを作る計画があるという話ですが… また、
犬猫は避妊去勢
手術をせずに譲渡していますが、
これは獣医師会で解決できる問
て、
ペットショップや繁殖業者などペット関連企業の登録、
監督、
指
導などの他、
野生動物の保護および管理を行ない、
また管理業務
題でしょう。
猫はどこにも身を隠す場所のない狭いワイヤーケージ
だけにとどまらず動物保護推進にまで活動範囲を広げています。 に収容され、
室温も低すぎます。
とはいえ、
全体として、
このセンター
定期的な犬猫譲渡会、
しつけ教室、
ペット関連事業所の従業員の
は他施設とは根本的に異なっていて、
私は、
以前に訪問した日本の
ための教育イベントなども開催しています。
また、
猫を捕獲して不妊
動物管理センターからは感じることのなかった希望を胸に施設を
手術後に元の場所に戻すTNR活動を推進し地域猫管理計画を支
後にしました。
行き場のない日本の動物たちにも、
今初めて、
暗いト
援しています。
ンネルのかなたに光明が見えてきました。
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How and why has Kumamoto city achieved this? Yorihisa Matsuno of the

Minshuto (Democratic party) and Diet member for Kumamoto has been

熊

エリザベス・オリバー
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bright posters on the walls and photos of happy endings, (dogs and cats

目指せ
「殺処分ゼロ」――熊本市の取組みは希望の灯



篠山サンクチュアリに SHADE GARDEN を

篠

山市の
「サンクチュアリ」
建設用地に庭園を造る計画のため、
私
は故郷カナダのアルバータから来日し、
2010年2月から４月初
めまで滞在しました。
造園プロジェクトの監督として再来日の機会を
与えていただき、
エリザベス・オリバーさんに心から感謝申し上げます。
また、
アークの奥田さん、
東田さん、
太田さん、
そして秦さん、
ありがと
うございました。
計画が予想以上に進展したのも、
皆様の熱意とご協
力のおかげです。

庭を設計するにあたり、
できるだけ土地のもの、
そして再利用できる
材料を使うのが私の方針ですが、
それが持続できる庭をつくり上げる
ための秘訣なのです。
建設予定地には建設会社からもらい受けた岩
石や丸石がふんだんにあります。
土地購入以前に切り倒された巨木
の丸太も数本現場に残っています。
昨年、
敷地内に生い茂った大量の
ススキをすべて刈り取って、
堆肥用に積み上げました。
ススキの山は堆
肥化過程で少し目減りしましたが、
それでも相当な量で、
今とても役
立っています。
能勢の裏山で、
うまく分解された木くずが培養土になっ
ているのを発見しましたが、
もとは、
大阪市内で切り取られた木枝か
ら発生したものです。
所有者から好きなだけ土を持ち帰ってよいとの
許可を得ました。
また、
素晴らしいスギの樹皮も見つけましたが、
植栽



シェードガーデンには当然ながら日
陰で育つ植物が必要です。
ギボウシは
素晴らしい耐陰性植物ですが、
もとも
と日本原産で、
後に欧米の庭でブーム
になった品種も多いのです。
オリバー
さんは数年前から多数のギボウシ
（普
通種と稀少種）
を集めています。
2、
３
年毎に株分けする必要があるため、
私は来日の度に多種のギボウシ
株を殖やしてきたので、
花壇に植えるには十分でした。
その他、
私たち
が植え付けたのは、
たくさんのアスチルベ、
シダ類、
アイビー、
クリスマ
スローズ、
観賞用牧草数種、
アセビ、
シャクナゲ、
ツバキ、
多品種のスギ
とビャクシン、
ナンテン、
そのほか様々な多年生の樹木類です。
私が今手がけているのは、
一般向きの
「即座に楽しめる庭」
ではな
く、
完成した新施設を訪れる方々に静かな憩いの庭。
今回の作業は、
それを実現するための大切な第一歩なのです。
この庭で、
年齢も様々、
生育度も異なる木々がこれから次第に成熟して出来上がっていきま
す。
それぞれの樹木が持つ生命力を存分に伸ばしてやりたいと思いま
す。
庭仕事には際限がなく、
次々と作業に追われますから、
有志の方の
お手伝いも歓迎いたします。
願わくは、
「シェードガーデン」
にふさわし
く、
どの木も高さを切り詰めたりせず、
本来の樹形のままに生育させた
いものです。
そうすれば、
美しい空間がさらに心地よい緑陰と静寂で
満たされるでしょう。
貴重な時間と労働を提供してくださった皆様方、
ありがとうございました。
あらためて、
お礼を申し上げます。

I

t was a great pleasure to come over from my home in Alberta, Canada

for the plants. All of these items were free or donated to ARK. The only

to Japan from February to early April 2010 to plan and build a shade

items that were paid for were the fence materials, which can possibly

Oliver for giving me the opportunity to come back to oversee this project.

had been drawn up, the pathway dug up, no soil was taken away, it was

garden on the new property in Sasayama. First, I must thank Elizabeth
Also many thanks to ARK staff; Okuda san, Higashida-san, Ota-san and

every Wednesday Hata-san. Without their hard work and enthusiasm
the project would not have gotten as far as it has.
After many plans for the

new buildings have been

drawn up, and the plans

have gone to various government departments to
await building permission,

be reused at a later date for animal kennels. So the plan for the garden

all to be used again in the planting beds. The area was quite weedy

but we worked around this by first laying down cardboard, then a thick
layer of suzuki grass compost followed by the rich composted wood chip

mulch. The cardboard, not the waxy type, was procured from a local

supermarket and home centre, again all for free. We had to put some

time into removing the tape and labels but then it was ready to use.
Cardboard went down first, all the lines overlapping so weeds could not
come through easily. One of the nice things about using cardboard is

that as it decomposes it adds nutrients to the soil. As we used so many
layers the beds were built up higher and higher. There were also sev-

we are now sure of where

eral larger sazanka camellias that we dug up and moved into the shade

where we cannot build. So

be erected and would surely be cut down by construction workers if left

the building will go and

Oliver-san being eager to

get something done suggested a shade garden

in the northwest corner of

the property bordering the
neighbour’s tree plantation.

garden area. They were earlier situated in a place where a building is to

in place. Before any planting could begin a fence had to be built around

the proposed shade garden area. Once the stout metal fence was put
up by the crew, who came up with a very nice design of using bamboo

rails from the property to add height to the fence, (deer can jump upto
two metres ) we were sure the deer and wild boar would be kept out.

Last year during the work

Shade gardens naturally

weekend the area was cleared of undergrowth especially huge suzuki

require shade plants. Hos-

trees were left onsite and incorporated into the garden design.

and originally many came

grasses, shrub bamboo ( sasa) as well as a few dead trees. Surviving

tas are a great shade plant

from Japan before becom-

The first thing I did when I came to the site was to walk around it,

ing wildly popular in Euro-

watching how the sun moved and creating shade and thinking about the

pean and North American

land and what it would look like. After the initial walkabout a pathway

gardens. Oliver-san has

system was planned out. Straight lines are never very pleasant to walk

been collecting many hos-

on unless you are in a very urban centre and in a hurry. By incorporating

tas, both common and rare

over the years. I have prop-

lots of curves, a meandering feeling emerged. This will hopefully cause

people to slow down, think and look at the surroundings with more at-

agated many hostas on

tention. The central area will be open with a few pots of rare hostas and

my visits to Japan as they

other plants along with a bench from which one can contemplate all life.

need to be divided every

The hope is that this will be the place that many people can come; some

two years or so, therefore

visiting the clinic with their pet (hopefully earlier adopted from ARK) and

needing a place to feel calm while their pet is being diagnosed. Maybe

we had many to plant into
the beds. Then we planted

some people will be taking a break from dog-training, or some employ-

in many astilbe, ferns, ivy, Christmas Roses, ornamental grasses, Pieris,

shady garden where people can go to find calm and peace.

other assorted perennials and woody plants.

ees taking in the garden during their lunch break, it shall be a quiet,

When I design a garden I try to use as many local and reusable ma-

Rhododendrons, Camellias, a variety of cedars, Junipers, Nanten and

Not an instant garden as most people prefer to have but a great start

terials as possible. This creates a sustainable garden from the begin-

to what will be a very calm and peaceful place to visit once the facilities

a construction company. Before the land was bought by ARK several

of trees, growing at different rates giving it all a sustainable life span.

ning. There are many large rocks and boulders on site given to ARK by
large trees were cut down and the logs left on site. Last year all the big
suzuki grasses on the property were cut down and put into a huge pile to
compost. The pile had somewhat subsided while composting but was

still big and now very usable. We found a source of a nicely composted
wood chip mulch turning to soil on a nearby mountain in Nose, which

originally came from all the tree trimmings in Osaka city. The owner

assured us we could take as much as we wanted. We also found a won-
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現地に立った私が早速とりか
かったのは、
あたりを歩きながら、
太陽がどのように移動して陰を作
るかを観察し、
土地にふさわしい
景観を考えること。
最初に歩き回
った後、遊歩道をつくるプランを
立てました。
都心で急ぎの用があ
る場合を除き、
まっすぐな道は面
白みに欠けるものです。
曲線を多
用することで、
そぞろ歩きの楽しさ
を引き出します。
カーブした道は
人々の歩調をゆるめ、
まわりの景
色に注意を向けさせるでしょう。
中央部の空間にはベンチ、
それに沿って稀少種のギボウシなどの鉢植
えを並べ、
静かに人生を考えたりできる場所にします。
私の願いは大
勢の人が訪れる憩いの場をつくること。
将来、
アークから譲り受けたペ
ットをここの診療所に連れて来た人が診断結果を待つ間に心を落ち
着かせたり、
犬のトレーニングで疲れた人が一服したり、
昼休みを庭
で過ごす従業員にも愛される場所……そこは、
落着きと安らぎを求め
て来る人々が一息つける静かな木陰でなければなりません。

用のマルチになるほか、
小道に敷きつめる材料として利用できます。
こ
れらはいずれも、
無料で手に入るものや、
すでにあるものばかりです。
フェンス用の材料だけは購入しましたが、
それも、
将来動物の飼育場
をつくるときに再利用できるでしょう。
こうして庭の設計ができ上がったので、
遊歩道のために土を掘り起
こしましたが、
この土も取っておいて花壇の造成に利用します。
雑草が
繁茂しているため、
まず、
ダンボールを敷き詰めて、
その上にススキの
堆肥を分厚く敷き、
さらに、
栄養分豊富な木くずマルチをかぶせます。
ダンボールは近くのスーパーやホームセンターで調達しましたが、
こ
れもすべて無料です。
最初テープとラベルをはがすのに少し手間取り
ますが、
それさえ済めば準備完了。
ダンボールを一番下に敷くとき、
隙
間が空かないように重ね合わせて並
べると雑草が侵入しにくいのです。
分
解後は土に栄養分を与えるのも、
ダン
ボールを使う利点の一つです。
幾層に
も土を積み上げたので、
花壇は次第に
盛り上がってきました。
かなり大きな
サザンカ数株を掘り出して、
日陰の庭
エリアに移植しました。
これは建物を
建てる予定地にあったもので、
放置す
れば建設業者に切り倒されてしまうか
らです。
植栽にとりかかる前に、
ガーデ
ン予定地に柵をめぐらす必要がありま
した。
金属製の頑丈な柵を完成させた
作業班から、
「敷地内の竹を上手に利
用して柵に高さを加えてはどうか」
とい
う名案が出ました。
これなら、
２ｍの跳
躍力を持つシカや、
イノシシの侵入も
防げるはずです。

Gerda J. Vester

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

アークは新施設の建築プランを何通も作成して、
各行政機関に必
要書類提出を済ませ、
建築許可が下りるのを待っている段階ですが、
すでに、
建物を建てる場所が決まり、
また、
建築できない箇所も確認し
ました。
そこで、
オリバーさんは今
できることを何か始めたいと考え、
敷地内の北東部、隣接する植林
地との境界線あたりに、
「シェード
ガーデン
（日陰の庭）
」
を造ること
を提案されました。
昨年秋のワー
クキャンプで、
その場所の下草
（特
に、
生い茂るススキと笹むらの）
刈
り込みと、
数本の枯れた木を取り
除く作業を済ませていました。
後
に残った樹木は庭のデザインに組
み込む計画です。

Building a Shade Garden in Sasayama

ガーダ・J・ベスタ

are all built. This garden will grown to maturity with many different ages
There is always more to do in a garden and we always welcome help
from volunteers as long as there is no cutting of trees from the top, all
must be left to grow to their proper height as it is a shade garden and
they are there to bring more shade and stability to the beautiful space.

Again thank you to everyone who helped with their labour and time.
You are much appreciated.

derful source of cedar bark to line the trails with as well as more mulch



Sasayama Sanctuary update

サンクチュアリ近況報告

when are you going to start building, how long will it take, how is
funding going?

「サンクチュアリ計画はどこまで進んでますか？」
「資金は
集まりましたか？」などなど、多くの方から問い合わせを頂
いています。

S

兵

Many of you are asking how are plans for the Sanctuary going,

o far most of the time and some of the money spent has been on getting planning permission. This is not an easy matter given the scale of the project. Hyogo

庫県と篠山市からの建築許可を取るために、
これまでに多くの
資金と時間を費やしてきました。
今回のような大規模プロジェク

猫舎
（１期）

Prefecture is especially tight on regulations; fire, earthquake and flooding, given its

トとなると、正式な許可を取るのも大変です。特に兵庫県は、阪神大震

experience with the Great Hanshin/Awaji Earthquake. The land has had to be sur-

災の教訓をふまえて、
防火、
耐震、
洪水時の備えなどの建築規制が厳し

veyed again in detail, roads for fire engines, underwater tanks for fire and all the

く設定されています。２回目の詳細な測量も実施されました。今後は

倉庫
（１期）

buildings within a limit of 10,000 sq.m, which means a lot of the plans we had for us-

緊急車両のための道路や防火用の地下貯水槽の整備も必要となりま

Warehouse

ing more of the land have had to be shelved. Of course a lot of the open land (i.e. that

す。
また現在、計画総面積を10000㎡以下に抑える方向で調整中です。

which is not allowed for building) can be used for play/ exercise areas for the animals

計画の修正によって建築エリアから外れる区画は、
庭園・散策ゾーンと

and indeed it here that we have started landscaping with the new garden. Since the

犬のエクセサイズ・エリアとして活用する予定です。

Training/education building

隔離棟
（２期）

管理棟
（２期）

Isolation building

具体的には、
大きく２期に分けて工事を進めていきます。

Stage 1. dog kennelling, cattery, warehouse, training/ education building

トレーニング・教育棟
（１期）

Stage 2. main building (including clinic, reception, guest areas, sponsor animals,

第１期工事

犬舎、
猫舎、
倉庫、
トレーニング／教育棟

管理人棟
（２期）

puppies / kitten rooms, laundry and so on) isolation, manager's house,

第２期工事

管理棟
（クリニック含む）
、
管理人棟、
宿舎棟等

Manager's house

Main building

犬舎
（１期）

staff/volunteer facilities
Please note that the costs for buildings include unseen things ; utilities like electric-

目に見える地上の構造物以外に、電気配線、上下水配管、浄化槽な

ity, water, drainage, septic tanks, as well as levelling the land, foundations, support

どの基本設備工事や、緊急車両の進入路、防火設備など、付帯する基

宿泊棟
（２期）

walls, fire roads, all of which raise the costs of the buildings to double the actual build-

礎設備の設置費用が発生します。
できるだけ低額に抑える努力はいた

Guest house

ing material costs. Although we can cut down some costs in the choice of materials,

しますが、
これら基礎設備へのある程度の支出は避けられません。

Kennels

現在までに、
第１期工事の具体的な建築見積もりが出ました。

we cannot avoid the basic foundation costs.

   サンクチュアリ設計図
Sanctuary building plan

Now at last we have some concrete estimates to go on.

Stage 1 estimate

第１期工事の見積もり
92,400,000

犬舎建物 約231坪 × 40万円

=

cattery building

58,800,000

猫舎建物 約147坪 × 40万円

=

9240万円
5880万円

septic tank

approx. 10,000,000

浄化槽工事

約1000万円
約1200万円

water supply & drainage

approx. 12,000,000

給水・排水設備

electricity

approx. 51,200,000

電気設備

約5120万円

air conditioning

approx. 29,000,000

空調設備

約2900万円

ventilation

approx. 11,000,000

換気設備

training building

approx. 40,400,000

トレーニング棟

約51坪

4040万円

warehouse

approx. 41,400,000

倉庫棟

約94坪

4140万円

Total

346,200,000
（This article continues on P15)

見積もり合計

約1100万円

犬舎設計図
Kennel plan
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kennel building
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plan is so big requiring a lot of money, we have decided to build in two stages:

Cattery

3億4620万円
（この記事の続きは15ページ）

   猫舎設計図
Cattery plan




Happy Homes
縁あって家族に迎え入れる事になったティン

急に現れた知らない人に知らない所へ連

ゴとメロンを大切に育てていきたいと思って

れてこられ、
さぞ不安だろうと思っていまし

おります！

たら、
さんごの分までつまみ食いしてしまう

We promise to look after our two new fam-

ほど
（叱られても凹みません）
ごはんを良く

ily members very well. Thank you so much

食べて、
ぴょんぴょん跳ねながら楽しくお散

for introducing us to them!

歩をして、
さんごから奪い取ったおもちゃで
遊んで、
トイレもちゃんとできて、
寝言を言う
ほどたくさん眠っています。

We imagined Google would get very

ユリア Yuria

place by someone he doesn't know, but

we were wrong. He eats a lot, steals

ユリアもだんだんエンジンがかかってきまし

お兄ちゃんが膝の上に毛布をかけると自分からちょ

小夏は食いしん坊なので、
『お座り』や『伏

た。すごく活発な子です。爪切りもできるし、

んと乗っかってきましたよ♪ お兄ちゃんはもうメロ

せ』や『待て』
をどんどん覚えてくれています。

お風呂も好き。夜中に寂しがって鳴くことも

メロでとろけそうな顔をしています。起きている時は

モモはかろうじて
『お座り』はマスターできま

なくなりました。

常に誰かの膝の上です。甘えん坊さんで家族のアイ

した(笑)

Yuria has really warmed up to us and she's

ドルになっています。

Konatsu is quick on learning new com-

a very happy and active cat. She's very

Pooh jumps on the blanket spread over my son's

mands and she has already mastered

well-behaved (claw-trimming and baths

lap. My son totally dotes on her. Pooh is always

"down"and "wait ", while Momo has just

are no problem!) and she no longer cries

on somebody's lap when she is awake. Such a

learned "sit" at long last.

at night when we're asleep.

sweet dog.

レックス

jumps around, plays a lot with toys which
he stole from Sango. He sleeps very well,
and sometimes he talks in his sleep.

ティンゴとメロン Tingo & Melon
ランブルスコ
Lambrusco

Rex

ランブルはお父さんにぞっこんで、
おじさん同士で見つ1め合っていま
す。
それを見ると家族はホッとします。
野良犬だったなんて信じられな
いほど、
室内でのマナーもよく、
実に堂々とした落ち着いた子で、
みんな
彼の大ファンです。

ママと二人でいる時はとても落ち着い
ていて、
ごくごく普通の家庭犬です。
ピア
ノのCDをかける(結構激しい曲でも)と
横でイビキをかいて寝ています。
言葉も
よく理解出来ます。
家族が帰宅するとま
だ少し忙しくなりますが、
人の傍にいる
のが大好きです。

After many years at ARK after being res-

Lambrusco is in love with my husband. They are often staring at each other

with dreamy eyes. We can hardly believe that he used to be a feral dog. He
is always calm and relaxed, well-mannered, an imposing figure.

大阪の河川敷で気ままな野良犬生活を送ってきたランブルスコ。
居場所を追われて
アークに保護されましたが、
ほどなく、
素晴らしい家庭を見つけて巣立っていきまし
た。
よかったね、
ランブル！

Rex is relaxed when he is with mother.

cued in November 2003, Rex finally got

He sleeps comfortably listening to mu-

a lucky break! We would like to express

sic, no matter how loud or high-pitched.

our thanks to the family who have adopt-

Lambrusco used to live a feral life on a river bank in Osaka, but eventually he was

He is still a little nervous when left alone

ed him. Thank you very much!

グーグル
（ぐーぐ）
Google(Googoo)
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レックスがアークにやってきたのは
2003年の11月。
長い長いアークでの
生活の末に、
ようやく幸運が訪れま
した！ レックスを選んで下さったご
家族の皆様には本当に感謝の気持
ちで一杯です。
ありがとうございまし
た!

Sango's food (Sango is our family dog),
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小夏＆ライム
（モモ）
Konatsu & Lime(Momo)

nervous being brought into a totally new

フロリン
（プー）
Florin
（Pooh）

no longer allowed to stay there. Unrooted, he was rescued by ARK and found a

and then sees somebody coming into

wonderful home shortly after. Congratulations!     

the room, but otherwise he relaxes with
us.

シャブリ
Chablis

ビーナス
（ヴィヴィ）
Venus (Vivi)

モート
Moat

夜 中 は 先 住 猫 の ７ヶ月の

１週間が過ぎました。こ

モ−トはすっかり慣れて走りまわって

♂猫と走り回って遊んでます。

ちらの生活に慣れるため

ます。相変わらず目は揺れています

先日は娘の布団の中に入り

に、元気に頑張っていま

が、
子猫らしく元気いっぱいです。
トイ

込んで一緒に寝てました。

す。食欲があり、
よく睡眠

レも爪研ぎも決まったところでしかし

Venus is getting adjusted to

をとり、街中でのお散歩

ないお利口さんで助かっています。

の練習に励んでいます。

Moat is running around the house.

her new house. She plays
a lot with another cat at

midnight. She crawls onto
the bed, she even creeps
into the bed to sleep with
my daughter.



シャーベット
（ルゥ）
Sherbet (Roo)

Although he still has an eye prob-

Although only a week
has passed,

lem as he had at ARK, he plays a

Chablis

is doing well. He eats a

庭で風に舞う枯葉を追っかけて遊ぶのが今一番のお気

lot, sleeps a lot. Now he

に入りです!

is getting used to walk

She loves playing with fallen leaves in the wind in

around the city.

the garden!

lot just like a normal healthy kitten.

He always uses the scratch board

to sharpen his claws, he is really
well-mannered.



ARKイベント

  COME AND JOIN US FOR A JOLLY SCOTTISH PUB NIGHT !

ARK events

アーク同窓会2010

ARK Reunion Party

スコッティッシュ・ダンスで愉快なひとときを！ ARKパブナイトin 神戸
ARK is to hold again its popular
Fund-Raising Pub Night at the
KRAC in Kobe but this time is having a Scottish theme. A chance for
everyone to meet Scots in their
national dress and to join in Scottish dancing, (easy even for beginners). Food will be traditional British pub fare.

６月 1 9 日 に 、神 戸 の
KRACで
「ARKパブナイ
トin神戸」
を開催します。
堅苦しくない、
イギリスの
パブ風の食事とドリンク
を楽しみましょう！

Date: 19th June

A VOICE FOR ANIMALS

Time: from 6.30

Place: KRAC (Kobe Regatta and Athletic Club), walking distance from
Sannomiya station

Dress: informal with a touch of tartan !
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antastic turn out for our reunion party held on April 11th at
ARK's new land in Shitsukawa, Sasayama; 154 participants
with 85 dogs. All braved the rainy weather to meet old friends and
make new ones. ARK's reunion party is a chance for everyone to
see new developments on the land, this time the new shade garden
and also to help raise funds for the sanctuary buildings. Still a long
way to go but we are gradually getting there.
We were able to raise ¥291,000 plus ¥38,885 from the sale of
goods. Thanks to everyone for your support and look forward to
seeing you again at the next reunion party.

Tickets: ¥5000 which includes all you
can eat pub food plus a one drink of your choice.
Numbers limited to 100 guests so please book your place as soon as possible to avoid disappointment, by phone, fax or email to ARK
Last time we held this event, we were able raise over one million yen, to help
towards the cost of sending eight dogs to new homes in the UK through Battersea Dogs Home. Proceeds this time will be put towards our new Sanctuary in Sasayama.

チャリティラッフル申込み受付中！

参加人数は１００名を予定。
参加希望の方は、
メール、
ファックスまた
はお電話にて、
アーク事務局まで。
パーティーの収益は、
篠山のサンク
チュアリ建設の費用の一部に使わせて頂きます。
チャリティラッフルや
募金箱で１００万円の寄付金を募ることが目標です。

Exciting Raffle

当日パーティー会場に来られない方も、
『慈善福引』でパーティーを楽しみませんか？
- even if you are not coming to the party you have a chance to win a prize

商品：

ミモザギャラリー「犬猫ものがたり」

東

京表参道のミモザギャラリーで、
３月１６日から２３日まで
の1週間にわたって里親募集＋グッズ販売の催しが行われ、
ARKも参加ました。
クオリティの高い、
ペットおよび人間用のハンドメ
イドの製品が販売され、
その売上の一部がアークとCATNAPのレス
キュー基金に寄付されました。
会場では作家の渡辺眞子さんが、
動物
たちの命を守り苦痛を軽減するために我々ができることは何かにつ
いて、
感動的な講演を行ってくださいました。
また、
イベントを通じてア
ークの３匹の子猫
（セシル、
ナチグロ、
ハテナ）
に里親さんが決まりまし
た。
皆様、
本当にありがとうございます！
    アークの収益
計 ¥75,240
（内訳： 寄付 ¥57,585 アークグッズ売上げ ¥17,655）
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日時： ６月19日 午後６時３０分から
会場： KRAC
（神戸レガッタ＆アスレチック倶楽部）
（三宮駅から徒歩圏内です）
服装： タータンチェック柄の何かを着用して下さい！
参加費： ￥5000
（おいしいフードとワンドリンク付き）

Mimosa Gallery event a success

A

t the Mimosa Gallery in Omotesando in Tokyo, a special weeklong adoption event and goods fair was held on March 16 to 23.

Handmade, high quality products were sold for pets and humans with
a portion of proceeds going to fund rescue work at ARK and CATNAP.

Author Mako Watanabe gave an informative and moving talk at the

event on what we can all do to help save the lives of animals and reduce their suffering. During the event, three kittens, Cecile, Nachiguro
and Hatena found a home. ARK received ¥57,585 in donations. This

was from donations and because all the stalls selling animal goods donated a portion of their proceeds to ARK. ARK sold ¥17,655 in goods.

フジコ ヘミングさん作の額入り版画
原田京子さん撮影の額入り写真
USJチケット
プレミア焼酎
「百年の孤独」
イギリス製のアンティークコレクション

SUMMER 2010

SUMMER 2010

月１１日に篠山市のサンクチュアリ予定地で開かれた
「アーク同
窓会2010」
は大盛況！ たくさんの新しい出会いあり、
なつかし
い顔ぶれとの再会ありで、
盛り沢山の半日でした。
イベントには85頭の犬と15４人が参加。
参加料とグッズの売り上
げの合計で ￥329,1885 の収益が集まりました。
今回の収益は、
今
後のアークの活動費として大切に使わせて頂きます。
小雨模様のお
天気にも関わらず、
これだけ多くの方々にお集り頂き、
アークスタッフ
一同、
本当に本当に感激いたしました。
ありがとうございました！

A VOICE FOR ANIMALS

イギリス北部の民族舞踊
「スコッティッシュ・ダン
ス」
のチームをゲストにお
招きし、会場を盛り上げ
て頂きます。初心者でも
参加しやすいダンスです
ので、
ぜひぜひ皆さんもご
一緒に。

Prizes:
Fujiko Hemming's original print
                 Kyoko Harada's framed photos
                 USJ tickets
                 English antiques                            
                          etc.       more than 20 items

・
・
・などなど、
全部で20点ほどを予定しています。
    
申込方法：
パーティ参加者は当日ご購入いただけます。
＜パーティに参加しない方は･･･＞
① アークの郵便局の口座にチケット代
（1口1000円×購入口数）
を振り込む。
通信欄に
「パブナイトラッフル参加費」
「購入口数」
「住所、
氏名、
電話番号」
を明記。
② 半券をハガキに貼って申込者へ送付、
半券はこちらで抽選箱へ。
③ 抽選結果はアークHPにお住まいの地域とイニシャルのみ発表し、
当選者ご本人様には商品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

Ticket cost ¥ 1000

Tickets can be purchased through

P. O. Account 00900 - 0 - 15113

Please write a word "raffle", no, of tickets as well

as your name & address, phone no. on P.O. slip.
Please apply by 14th June. Prize winners will be
announced on ARK homepage.

申し込み締め切り：
6月14日
（月）
までにアークの郵便口座にお振り込みください。
郵便口座番号: 00900 - 0 -151103

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

☆ お一人様何口でもご購入いただけます。奮ってご応募下さい！
☆ チケットの売り上げは、すべて新保護施設の建設資金として使われます。
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徳島県鳴門の猫虐待 事件

鳴

門市撫養町の狭い地域に、
殺害者がひそんでいます。
犯人が誰
か知っている人もいると思われます。
今のところ、
その男
（また
は女）
の加虐的性癖の対象は猫にとどまっていますが、
それが、
子供、
障害者、
お年寄りなど、
弱い立場の人間への加害、
ひいては、
殺害へと
エスカレートするのも時間の問題ではないでしょうか。
ところが地元警察署は何の行動もとろうとはしません。
徳島県動物
愛護管理センターの職員と地元の動物福祉団体HEART
（ハート）
か
ら度重なる報告と訪問を受け、
また、
虐待にあった猫を発見した近所
の人々と獣医師からも証言が寄せられ、
その上、
事件が動物愛護法に
明らかに違反しているにもかかわらず、
警察はまったく取りあわないの
です。

徳島以外のどこであれ、
同様のケースを目撃した場合には、
関連する
すべての詳細な事実が必要です——日付、
時間、
場所、
写真、
人々の
証言、
獣医師による診断書——等々を、
警察署に出向く前に必ず用意
しておかなければなりません。

I

n a small neighbourhood in Muya-cho, Naruto city, there lurks a killer.
Somebody must know who he or she is. So far this person has applied

their sadistic tendencies to mutilation of cats, but it is only a matter of time
before this escalates into mutilation, torture or even killing of vulnerable

HEART took the three cats to the vet, who said injuries were not con-

sistent with cases where cats had been in an accident. These injuries had
been inflicted by someone.

HEART went to the police station with pictures intending to file a report

humans; children, the disabled or elderly citizens.

but the police said HEART could not file a report suggesting that if they

(their station is actually only a couple of minutes away from the scene of

sent to the Tokushima Doobutsu Aigo Centre who went to police and filed

But the police in the area of Tokushima where this abuse took place

by the authorities (personnel from the Tokushima Aigo Centre), the local

animal welfare organisation HEART, evidence by a veterinarian and evidence by local people who found the cats plus the fact that this is a crime
under the 1999 Animal Protection Law.

found the person who did this, to let them know. Pictures and report were
a report, but again the police refused to take any action.

Susan Mercer of HEART who now cares for the latter three cats, sent

ARK the pictures of the cats which we feel are too distressing to print, and

she says: “I fear this is not only an animal abuse case but will escalate into
much more. This is a very sick person. “

She contacted not only ARK and the Tokushima Aigo Centre but also

The facts:

Katsuhiro Ueda, a lawyer specialising in animal law and Fusako Nogami

its foreleg cut off, the other had a broken leg. She took both these young

even if the the perpetrator (s) is/are unknown.

In October 2009 a woman rescued two cats; one had had a portion of

tabby cats to a vet for treatment and afterwards cared for them at home
but she failed to notify anyone of the condition they found the cats in.

On March 20th 2010, the same woman emailed HEART having picked

up a third cat two days earlier. Both its back legs had been bound so tightly

by something, that the flesh had rotted and died. HEART went to see her
only to discover she had found a fourth cat with a broken foreleg.

On April 1st 2010 another email about a fifth cat; rear left leg was broken,
bone protruding, rear right leg cut, front right leg broken. No trauma to

bodies otherwise. All about the same age and brown tabbies. All familiar
with each other, indicating they had been kept together and all friendly to
people, i.e not ferals.

of ALIVE. Nogami san said that is possible to bring about prosecution,

We would like to appeal to everyone but especially those of you who

live in or near Muya-cho or Naruto city in Tokushima, Shikoku to watch out

for any suspicious people or injured animals and to report to the police.
Somebody must know who this person is and is possibly be covering up

for them. We also need to put pressure on Naruto /Tokushima police to
take this case seriously and to prosecute this as a case a cruelty under the
current Protection of Animals Law.

If you do find a similar case of abuse, anywhere, make sure you have

all the relevant details; date, time, place, pictures, statements from people,

tinues to send his letter to ARK.

L

et's face it, nobody wants a killing place on their doorstep.
When Hyogo Prefecture together with Amagasaki city

planned to build their 'Aigo Centre' on the banks of the Mukogawa river, local residents agreed to the building of the facility
on condition that animals were not killed there. So animals held
in the miserable facilities for a time there are then transported a
long distance by truck to the killing centre in Yashiro.
This is dilemma facing prefectures or cities who want to create
a love animal or animal well-being centre but who know these

    

自

2008年の秋に
「虹の橋」
を渡ったバジャー。
その後も天国からアークへ手紙を送り続けています。

分の家のげんかん先に
「殺すしせつ」
なんかできたら、
だれだって
いやだよね。
兵庫県と尼崎市が武庫川沿いに
「動物愛護センタ
ー」
を建てようと計画したとき、
近所の人たちは動物を殺さない施設な
らつくってもいい…と注文をつけた。
そこで、
このみじめな施設にほうり
こまれた動物は、
数日後、
遠くはなれた社
（やしろ）
までトラックで運ば
れて殺されることになった。
県や市が
「動物愛護センター」
を建てようとするとき、
いつも、
この問題
がネックになる。
ところで、
ほんとうは、
いらない動物とかノラ犬猫を収
容して殺す場所なのに、
「愛護センター」
と呼ぶのは…そこで実際にやっ
てることをかくすためだって知ってた？ 理想の社会では、
動物たちは
すてきな家にもらわれっていく。
でも、
現実には、
ほとんどの動物は引き
とり手がない。
だって、
殺す施設が近くにできることに反対した人が、
セ
ンターから動物をもらわずに、
ペットショップで買うんだもの。
そして、
病
気になった、
かわいくない、
あきちゃった…などの理由でペットを捨てて
しまう。
自分のつごうばかり考えるなんて、
虫がよすぎない？
全国の自治体は、
この問題の解決に頭をかかえることになった。
いっ
そのこと、
施設を建てるのをやめて、
「移動式しょり車」
を使うのはどうだ
ろう？ それなら動物がどこで殺されるか、
だれにもわからないから。
徳島県は神山
（かみやま）
に新しいセンターを建てたいと思ったけど、
町の人たちは、
そこで動物を殺すならダメ…と計画に反対。
住民から工
事の許可をとりたい県は、
「殺さない」
と約束した。
2003年、
23億円も
の大金をかけてセンターができたものの、
そこにいたるまで、
動物をどう
やって殺して処分するかが大問題。
いろんな人がチエをしぼったあげく
に、
「移動ガス室」
をつくっては…と“名案”が出た。
つまり、
動物をつめこ
んだ箱をトラックに積んで走らせる。
「やきば」
にむかう途中で、
運転手
がボタンを押して炭酸ガスを出す。
そうすれば、
車が焼き場につくまで
の間
（1時間くらい）
に動物はぜんぶ死んでしまうというわけ。
それまで
「いらない動物」
を殺すのに奈良県にたよってきた奈良市
は、
2008年から県の施設を使えなくなった。
奈良市は大あわてで
「移動
ガス室」
（つまり、
動物をつめこんだ箱を積むトラック）
をたった4500万
円で購入した――新たに施設を建てるのに住民は反対するし、
建物を
ぜんぶつくる費用にくらべたら、
ずっと
「お得」
だし。
トラックが目的地に着いて
「しょうきゃく炉」
に“積み荷”をなげいれる
前に、
トラックの運転手さん
（獣医さんじゃないと思うけど…）
はチェッ
クするのかな――ぜんぶ死んだかどうか。
だけど、
確かめられるの？
まあ、
そんなこと、
だれにもわからないし、
だれも気にしないのかな。
すく
なくとも、
お役所は、
動物の
「さいご」
を心配するよりも、
市民にクリーン
なイメージを与えることに熱心なんだ。
「目に見えないものは、
忘れ去ら
れる」
というけど、
この問題は
「見えなければ、
どうでもいい」
例かもしれ
ないね。

euphemistic terms actually mask what they really doing; that is
taking in unwanted or homeless animals and killing them. In a
perfect world these animals would find loving homes, but the
reality is that most of them don't because the same people that
complain about not wanting a killing place nearby prefer to buy
a new pet at a pet shop instead of adopting a pet from the centre. And they are the ones that dispose of their pets there when
that pet is no longer attractive or becomes sick or they get tired
of it. People can't have it both ways.
So prefectures have had to find more ingenious ways around
this. Instead of having a fixed facility for killing, why not make
it a mobile one so that people don't actually know where the
animals are killed ? Tokushima Prefecture wanted to build a
new centre in Kamiyama but the local people were against the
plan if animals were going to be killed there so the Prefecture in
order to get the go-ahead from the locals, promised not to kill.
The facility was built in 2003 at a staggering cost of 23 oku yen
(two billion three hundred million) but they still had the problem
of how to kill and dispose of the animals. Some boffin came up
with the idea of a gas-chamber-on-wheels, a truck loaded with
boxes filled with animals. En route to the crematorium the driver
would push a button releasing carbon dioxide so that by the
time (approximately an hour) the vehicle arrived at the cremato-
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Cat abuse in Tokushima

the crime ! ) refuse to take any action despite reports and personal visits
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いに馴れているので、
一緒に飼われていた仲間と推測され、
人馴れし
ているから野生猫ではないとわかります。
ハートは3匹の猫を病院に
連れて行きましたが、
事故による傷ではなく、
誰かが人為的に加えた
ものと獣医師は診断しました。
ハートは告発状を提出しようと証拠写真を持って警察に出向きま
したが、
警察側は、
現段階でハートが告発することはできない、
犯行者
を特定したら知らせてほしいと言いました。
ハートは徳島県動物愛護
管理センターに証拠写真と告発状を送り、
センター職員が警察に出
向きましたが、
警察は、
やはり、
行動を起こすことを拒否しました。
現在3匹の猫を保護しているハートのスーザン・マーサー代表から
アークに猫の写真が送られてきましたが、
あまりにも悲惨で、
誌面では
とてもお見せできないほどです。
「このケースは単なる動物虐待という
よりも、
さらに大きな事件に発展するのではないかと懸念されます。
犯
人はきわめて病的な異常者です」
とマーサーさんは述べています。
私どもは、
皆様——とりわけ、
（四国の）
鳴門市近辺、
（
（鳴門市）
撫
養町付近にお住まいの方々——にご協力をお願いしたいと思います。
あやしい人物、
傷ついた動物がいないか、
注意を怠らず、
何か思い当た
ることがあれば警察に通報していただきたいのです。
犯人を直接、
ま
たは関節的に知っている方もいるかもしれません。
また徳島県の警察
にはこのケースを真剣に取り上げ、
現行動物愛護管理法の下、
動物虐
待事件として起訴するよう、
強く働きかける必要があります。

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

事件の経緯：
2009年10月、
ある女性が、
片方の前足が一部切除された猫と、
足
が1本折れた猫を発見。
女性は2匹の若いトラ猫を動物病院に連れて
行き、
治療後は自宅で面倒を見ましたが、
猫を発見したときの状況に
ついては誰にも知らせませんでした。
2010年3月20日、
HEART
（ハート）
は、
同じ女性から、
2日前に第
3の猫を保護したというメールを受けました。
両後足が何かできつく
縛られていたため肉が腐敗して壊死しているとのこと。
ハートのスタッ
フが女性に会いに行ったときには、
片方の前足が切断された４番目の
猫が発見されたあとでした。
2010年4月1日、
5番目の猫についてのメールが入りました。
それに
よると、
左後足は折れた骨が突き出ていて、
右後足には切り傷、
右前
足は骨折していますが、
それ以外、
体には外傷が見当たらないとのこ
と。
発見された猫は、
すべて、
年齢もほぼ同じ茶色のトラ猫ばかり。
互

Badger passed over Rainbow Bridge in autumn 2008 but he con-

rium, all the animals would be dead.
So when Nara city which had relied on Nara Prefecture over
the years to kill its unwanted animals was told in 2008 when the
prefecture built its 'Aigo Centre' in Uda, that it could no longer
help Nara city with its killing, Nara city rushed out and bought
a gas-chamber-on-wheels for a mere 45 million yen, a bargain
when compared to the cost of building a permanent facility.
One has to question whether the truck driver, probably not a
veterinarian, can or does check if all in his cargo are dead or not
before tipping them into the crematorium. Who knows or cares?
Certainly not the local authorities who are keener on promoting
a 'clean' image to the public, than worrying about the fate of
animals. It's a case of 'out of sight, out of mind.'

written evidence from veterinarians and so on, before going to the police.
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パドの死

Pado

４

O

ur dear Pado passed away at the be-

（continuing from P6)

ginning of April. She would have been

（6ページ から続く）

We also reports on the funds which have been spent so far.

17 years old this autumn. She came to
ARK in 2001 with a gammy leg and a blind

Funds already spent

eye, the result of being abused by the often

Total

66,496,230
44,657,590

five other dogs under a bridge in Osaka. Ko-

Real estate tax

126,340

固定資産税

dama, Nozomi and Hikari were named after

Rental fee of heavy equipments etc.

260,000

工事用重機のレンタル料等

the shinkansen bullet trains, the others were

Fence & wall construction

Boo and Kotsubu. Despite the bad condition

Original plans drawn up by AGORA management UK

in which they were kept, they all had lovely

Preparation for getting building permission

sweet characters, especially Pado. She bore

(including land survey, ground plans for facilities,

her bad leg bravely, always limping but enjoy-

elevation plans for buildings)

ing a run up the mountain. She was a favourite
friends. We all miss her.

RK is happy to announce the arrival of our UK-trained veterinarian.
Marisa Miyamoto is a Japanese national who has spent most of her

working life as a veterinarian in the UK. She was a vet for the PDSA, (Peoples’ Dispensary for Sick Animals, a charity for helping animals of people
on low incomes as well as providing free or low cost veterinary treatment)
for eight years and has wide experience in working with shelter animals,
the UK Royal College of Veterinary Surgeons, she has had to spend the
past two years studying to pass first, the Japanese language examination
and secondly the national Japanese veterinary examination, both required
to practice as a veterinarian in Japan. She was successful in passing both
exams and officially started work at ARK from April 1st 2010.
Although the pace at ARK is slower than the 24 hour service provided by the
PDSA, we hope she can train our veterinary staff and improve the standard

We would like to thank the volunteer veterinarians who have come to ARK
to treat our animals over the past two years and also the veterinary hospitals
that have treated ARK animals over many years. We hope to continue to
have a long and fruitful association with all these hospitals and veterinarians.

のたび、
英国で経験を積んできた獣医師を新職員としてア
ークに迎えることができました。
宮本マリサさんは日本国
籍を有していますが、
英国内で獣医師としての職歴を積み重ね
てきました。
彼女はPDSA
（英国の無料診療所――低所得者の
ペットを助け、
無料、
または低料金で治療を施す慈善事業）
の獣
医師として8年間勤め、
シェルター動物、
家畜などの診療にあた
り、
救急時の対応にも明るい、
経験豊かな方です。
英国の王立獣
医学課程を修了して以前より獣医師資格をお持ちなのですが、
日本での獣医師開業には日本語能力試験と日本の獣医師国家
試験への合格が必須のため、
2年間勉強に励んで、
まずは日本
語能力試験に挑戦し、
次いで獣医師国家試験を受験しました。
どちらの試験にも見事合格した彼女は、
2010年4月1日アーク
に着任。
晴れて獣医師としてのスタートを切ったのです。
24時間体制のPDSAに比べるとアークでのペースはのんびり
したものですが、
これから彼女が獣医学を学ぶアーク職員を訓
練し、
アークの動物ケア水準の向上に寄与してくれるものと大き
く期待しています。
これまでボランティアとしてアークで動物の治療にあたってく
ださった獣医師の皆様、
また、
長年にわたってお世話になった各
動物病院の皆様、
これまで本当にありがとうございました。
皆様
方とは今後とも、
末長く良好で実り多い関係を続けていきたいと
心から願っております。

Join up on Facebook
Katrina Larsen, an ARK member

ARK members and supporters in the Kanto area are invited to join The Tokyo
Animal Refuge Kansai (ARK) Meetup group. Join up here;

http://www.meetup.com/The-Tokyo-Animal-Refuge-Kansai-ARK-Meetup-Group/

Facebookで会いましょう！

カトリーナ・ラーソン
（アークメンバー）
関東方面にお住まいのアークメンバーの皆様、
サポーターの皆様、ぜひぜひ、Facebook（フェ
イス・ブック）
のコミュニティにご参加ください！

☜☜☜   アドレスはこちら！

近くに住んでいるのに、直接顔を合わせる機会は
This group was started to connect those of us in the Kanto area. There

意外とないものです。
でも Facebook の中なら、
関

are surely quite a few of us but we rarely get to meet!

東地域のみんながひとつにつながれます。

260,000 円

5,250,000 円

1,987,300

設計費
（英国の設計会社への依頼分）

1,987,300 円

14,215,000 円

建築許可取得のための業務委託費
（測量の費用、
関連施設の視察や各種届出
の費用、
施設の設計費等を含む）

ARK Angels Trial Update

今後も計画の進捗状況を皆様にお伝えして参ります。
引き続
き皆様からのご支援を賜われますよう、
よろしくお願いいたします。

アークエンジェルズ裁判

ARK Wins Lawsuit in the Osaka High Court;
Mr. Hayashi Loses Appeal to Use the ARK Name

O

n April 23, 2009, the Osaka District Court made a decision in

favour of ARK and ordered Mr. Hayashi to stop using the name

of “ARK Angels.” Mr. Hayashi objected to the Court’s decision and appealed to the Osaka Supreme Court. On March 24, 2010, the Osaka

High Court rejected Mr. Hayashi’s appeal. Both courts have ruled in favour of ARK and issued decisions that Mr. Hayashi’s use of the name of
“ARK Angels” is illegal.

ARK also entered a claim for compensation that, unfortunately, was

rejected. However, what was most important to ARK was to receive a
positive decision from the court regarding Mr. Hayashi’s use of the “ARK
Angels” name. We believe that the current decision is appropriate.

ARK Office

林

経過報告

大阪高裁でもアーク勝訴
～ 林氏に対する名称使用差止事件控訴審判決 ～

氏による
「アーク・エンジェルズ」
の名称使用差止事件につい
て、
２００９年４月２３日大阪地方裁判所はアークの差止請
求を認める判決を言い渡し、
林氏はこれを不服として大阪高裁に控
訴していましたが、
２０１０年３月２４日、
大阪高裁は林氏の控訴を
棄却しました。
これにより、
第一審の大阪地裁に引き続き、
第二審の
大阪高裁でも、
林氏による
「アーク・エンジェルズ」
の名称使用は違
法であるとの判断が維持されました。
アークの損害賠償請求についての附帯控訴も同時に棄却された
ことは残念ではありますが、
今回の事件においてアークにとってもっ
とも重要なのは、
林氏に対する
「アーク・エンジェルズ」
の名称使用
差止請求であったことはいうまでもありません。
その点について司法
の適正な判断がされたことは評価すべきと考えております。
   
アーク事務局
                                                                          

皆様の声をお聴かせ下さい。

Chance to give us your opinion

アーク事務局では、
アークに対するに皆様からのご意見を
お待ちしています。
アークのメンバーやサポーターの方々
に限らず、
どなたからでも受け付けています。
アークに対す
るご要望、
ご意見など、
皆様の率直な声をお聴かせて下さ
い。
皆様から頂いた貴重なご意見は、
今後のARKの活動
の参考とさせて頂きます。
FAX、
メール、
または封書にて、
下記の連絡先まで皆様の声をお寄せ下さい。

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

FAX:
072-737-1886
メール： ark@arkbark.net
〒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 事務局
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farm animals and in emergency situations. Despite being qualified under

こ

アークに専属獣医師が着任

126,340 円

フェンス・外壁工事費

We will keep you updated. Thank you very much for your continuing
support.

sponsor dog at ARK and had many wonderful

44,657,590 円

土地の購入費
（手数料や登記料を含む）

5,250,000
14,215,000

66,496,230 円

これまでにかかった費用の総額

Purchase of land (including registration cost etc.)

of care for ARK animals.
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また、
以上の見積もりと合わせて、
現在までにかかった費用の明細
をここにご報告いたします。

drunken homeless guy who kept her and

ARK's new vet

A

サンクチュアリ近況報告

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

月初め、
パドが天国へ旅立ちまし
た。
この秋には17歳になるはず
でした。彼女がアークにやって来たのは
2001年のこと。大阪市内の橋の下で７
匹の仲間と飲んだくれのホームレスに飼
われていた彼女は、
虐待を受けた結果、
片
目を失明、
足の1本は不具になっていまし
た。
仲間たちはコダマ、
ノゾミ、
ヒカリ、
ブー
とコツブ、
タロー、
ジローと名付けられまし
た。
劣悪な環境で飼われていたのに、
どの
子も愛すべき性格の持ち主で、
とりわけパ
ドはやさしい子でした。
けなげにも不自由
な足を引きずりながら、
山歩きを楽しんだ
ものです。
アークのスポンサー犬としても
人気者で、
良い友達に恵まれていました。
誰もが彼女の死を悲しんでいます。

Sasayama Sanctuary update

Animal Refuge Kansai
563-0131 Noma-Ohara595, Toyono-gun,

Osaka, Japan

FAX:
mail：

072-737-1886
ark@arkbark.net
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ARK NOTICE BOARD

ARK

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 WEDNESDAYS

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

Visiting ARK?
A VOICE FOR ANIMALS

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

ARK DIARY
2月

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

00900-0-151103

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

9 -14日 20周年記念 写真展 in 表参道
（ギャラリー80）
１２日 中学生６名 アークを見学
（福井県から）
１９日 朝日新聞取材
２１日 神戸GreenDogにて里親会
２５日 専門学校生10名  アークで実習

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。

SUMMER 2010

２７日 日本聴導犬協会 アークを訪問

3月

12 -17 日 日本聴導犬協会の研修生３名 アークで実習
20・21日     第２回篠山ワークキャンプ実施

4月

21日

西宮KenKen Clubにて里親会

28日

One Brand 主催の講演会
（代表オリバー・東京にて）

3日   
「Power of Life」
の代表がアークを見学
１１日 アーク同窓会in篠山2010を開催

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

１８日 毎日新聞取材
２４日 日英協会主催のチャリティーバザーに参加
（神戸市）
２５日 神戸GreenDogにて里親会

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で必要とするもの
犬用 処方食 (h/dドライ, c/d, i/d, phコント
ロール)、
ドライフード
（グロース／メンテナン
ス/シニア）
、
缶詰、
おもちゃ、
ハーネス
（両足を通
すタイプ）、
プレミアカラー、小型犬用/中型犬

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

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

Things we need
dried senior/maintenance/growth
dog food,

shampoo, premier collars, bitter apple spray

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

用の首輪（布製のもの）、
ベッド、
シャンプー、
ビ

canned food, kitten food, toilet sand, scratch-

ターアップルスプレー

ing boards, toys, Katsuobushi

猫用  処方食(w/d, r/d)、
フロントライン、子猫

Rabbit: rabbit food

用フード
（缶詰・パウチ・ドライ）
、
成猫用缶詰＆ドライフード、
おもちゃ、
爪とぎ、
猫用ベッド    

General: antiseptic soap for hands, mineral water, pet sheets, tis-

一般：デッキブラシ、柄の長いほうき、ブリキのバケツ、ペットシーツ、水切り用ゴムベラ、

sue paper, toilet paper, blankets, 45l garbage bags, bedding plants for

空 の ス プ レ ー ボ トル 、布 ガ ム テ ー プ 、キ ッ チン ペ ー パ ー 、ミ ネ ラ ル ウ ォ ー タ ー 、

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

レインコート
（人用）、長靴、粉末洗剤または粉石鹸、洗濯バサミ
（大）、蓋付き大型ゴミバケツ

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

（プラスチック製）、ウサギ用フード（チモシーなど）、石油ファンヒーター、バリカンの替え刃、

buckets with lids for food storage, gum tape, replacement head for

プリン タ ー イン ク（ C a n o n - i P 4 7 0 0 ／ E p s o n P M - G 4 5 0 0 用 ）、高 圧 洗 浄 機 、

clippers, high pressure hose, hose pipe over 20m, kerosene fan heater,

ホ ースリード（ 2 0 m 以 上 ）、作 業 用 背 抜 きゴム 手 袋 、植 物 の 苗 、大 型 クリアケ ース 、

clear cases, shade materials / bamboo screens

日よけ用のよしず・すだれ
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A Voice for Animals

RSPCA 国際協会員
WSPA会員

