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“ I hope to make people realise how totally helpless
animals are, how dependent on us, trusting as a
child must that we will be kind and take care of
their needs….(they) are an obligation put on us, a
responsibility we have no right to neglect, nor to
violate by cruelty.”
James Herriot, vet and author
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Perfect Owner

Elizabeth Oliver

When we run an animal shelter, our aim is to find the nearest, if

advise her to keep the cat indoors. In Japan especially there are

possible, “perfect home” for our homeless animals. The shelter

many dangers for cats being allowed outside; traffic accidents,

should be seen as a staging post between rescue and adoption.

poisoning by neighbours who don’t want their garden used as a

We regard adoption as a marriage, we want it to be long-lasting

toilet, sometimes horrible cases of cats being mutilated or killed

and permanent, not to end in divorce. To find the 100% perfect

by unhinged individuals.

have to go for 90% or even 80% or lower. Finding one or possibly

If volunteer help and support for the elderly who want pets was

two animals a new home, we can offer other animals in need of

available, then we at shelters would feel happier in adopting to

rescue, a space. For at our shelter we need to keep a balance in

such people.

なったり、犬の面倒をみられない状況になった時に、親戚や友人等、

を提供することができます。アークでは、スペース、スタッフとボラン

5の例は、この夫婦と面接をしてみます。もし彼らがお婆さんと一緒に

ば2匹の動物をもらってくれれば、保護が必要な他の動物たちに場所
ティアの人数、そして、もちろんお金と、引き取る動物の数との間のバ

ランスを取る必要があります。もしあまりに多くの動物を引き取りすぎ
れませんし、そうなったとき、真っ先に被害を被るのは動物たちなの
です。

いくつか例を挙げてみましょう。

terms of space, number of staff and volunteers, and of course
money. If we take in too many animals and fail to keep this bal-

Although we can get a fairly good picture of the potential adopter

ance, we may run a risk of breakdown, where the animals would

when we read through the questionnaire we have asked them to fill

be the first to suffer.

in, we do need to ask quite a lot of personal questions during the
interview or adoption screening process. We need to be direct but

Let’s take a few scenarios.

polite. These people are not “ the enemy,” but those we hope can

1. Successful business woman, wealthy, living in large house with

offer a good home to one or two of our animals. Our staff should

garden, with staff to take care of a dog, however she is often away

work hard to socialize dogs and cats, to solve behaviour problems

on business trips and out most of the day. She wants to adopt a

by training and to always keep in mind that our main objective is

dog.

to “ get our animals into homes.” It goes without saying that all

2. Homeless single guy, middle aged, living in a tent in a park,

animals put up for adoption should have been health checked,

makes some money by collecting used cans to recycle. He will be

vaccinated, neutered and micro-chipped. Dogs should also be

sharing his meals with the dog, and they will sleep together. He

registered with local authorities. Any health issues or behaviour

wants a dog as a companion.

problems should be pointed out to potential adopters, though we

3. Mother with three kids under the age of six, wants a puppy for

should appeal through the positive side rather than the negative.

1. 成功を収めた女性実業家。庭付きの大きな家に住むお金持ちで、

犬を世話する人もいます。しかし、彼女はしばしば出張に出かけ、ほと

んど一日中家にいません。そんな女性が犬の里親になりたいと思って

4. Elderly couple in their late 70s want an older dog. They are re-

Nose ARK which is where most of our animals are adopt from, is

tired, have a nice house and garden and have kept dogs all their

not the most convenient location and finding us is difficult. People

life.

that take the trouble to get to us have obviously considered seri-

5. Young professional couple with two teenage kids. They are

ously about adopting a pet. We should appear welcoming and

both out working in the daytime and the kids are at school. They

the site should be clean and attractive. We ask people to come

want a young dog.

between 10 am and 3 pm and are open every day.
If the adoption process is too gruelling, the place and times inconvenient, the shelter’s image unappealing, then people will simply

As you can see, none of these cases are the 100% perfect owner.

go to a pet shop. Pet shops are user-friendly; there is no interview,

In the case of No.1: I think it is necessary to talk to the staff and

no questions, a wide choice of type, size, colour, price, just like

find out if they like dogs and are keen to look after one. In some

buying a car. They are not interested in the animal or its owner, nor

ways No.2, seems be a happy situation for a dog since it’s with its

in making a good match, This can lead to the new owner buying

owner all the time. However would probably not adopt to this per-

into a whole range of problems, ranging from health to behaviour

son worrying in case his situation changed or he became ill. Also

issues. And in the case of dogs, getting one which will be given up

public facilities for the homeless would not allow pets. We could

because the new owner and his family can’t properly care for it.

住んでいて、犬の世話をするのは主にお婆さんであるということであ
れば、彼女に会って話をしてみることが重要です。

6の例は、私たちとしては、彼女が家族の一員として動物を飼うこと
は望ましいことだと思いますが、万が一本人に何かがあったときのた
めに、替わりに面倒をみてくれる人がいるかどうかを確認する必要

があります。また、この本人に猫は家の中で飼うようにアドバイスし
ます。特に日本では、外飼いの猫には多くの危険があります。交通事

故、庭を猫のトイレ代わりにされたくないと思っている隣人による毒
の散布、残酷な方法で虐待を受ける事件も報告されています。

もしペットを飼いたいと思っている年配の方をサポートするボラン

2. 公園のテントの中で暮らすホームレスの独身中年男性。彼は、リサ

ます。

イクルに回す使用済みの缶を集めてわずかな収入を得ています。食事
は犬と分け合い、犬と一緒に寝るでしょう。彼は、仲間として犬を飼
いたいと思っています。

3. 6歳未満の子供を3人持つ母親。彼女は、子供たちの遊び相手とし
て子犬を飼いたいと思っています。

職し、庭付きのいい家に住み、これまでずっと犬を飼ってきました。

5. 十代の子供が二人いる、専門職の若夫婦。二人とも昼間は外で働

いていますし、子供たちは学校に行っています。彼らは若い犬を飼い
たいと思っています。

6. 家族の一員として人懐っこい猫を飼いたいと思っている、一人暮ら

6. Elderly woman, living alone wants a friendly cat for company.

誰か替わりに犬の面倒をみれる人がいるかどうかを尋ねるでしょう。

います。

4. 70歳代後半の老夫婦。彼らは老犬を飼いたいと思っています。退

her kids.

エリザベス・オリバー

里親に出すことがあります。1人の里親さんが1匹あるいは可能であれ

て、このバランスをくずしてしまえば、アークが破綻してしまうかもし

owner is what we dream of but finding this, is difficult, often we

She believes in letting a cat go in and out as it likes.

理想的な飼い主

しのお婆さん。彼女は、猫に家の中と外とを自由に出入りさせるつも

ティアがいれば、私たちは、年配であっても動物をお譲りしやすくなり

アークでは、里親候補の方に事前調査書にご記入いただくことになっ

ています。事前調査書の内容を読めば、その人がどんな方なのか、だ
いたい輪郭がつかめますが、面接あるいは里親審査の過程で、かなり

多くの立ち入った質問をさせていただきます。これは冒頭に申し上げ
た、動物たちと里親さんの「結婚」を生涯続けてもらうための大切な

ステップだからです。アークのスタッフは、犬や猫の社会化を行い、ト
レーニングによって問題行動を改善するために常にエネルギーを注い

でいます。私たちの主な目的は「里親を見つけること」であるといつも
肝に銘じておかねばなりません。里親に出す動物には全て、予め健康
チェック、ワクチン接種、避妊・去勢手術、
マイクロチップ挿入を施して

おかなければならないことは言うまでもありません。また、犬は地方
自治体に登録をしなければなりません。私たちは、動物の短所よりも

むしろ長所についてお話しさせていただきますが、健康上の問題及び
問題行動についても、里親候補の方にお伝えする必要があります。

りです。

アークから里親に出す動物のほとんどは能勢シェルターにいますが、

ご覧になっておわかりになるように、上記のどの例も、100%理想的

ークまでわざわざ来てくださるということは、里親になることを真剣

な飼い主ではありません。

1の例では、犬の世話をする人に会って話をし、その人が犬を好きか
どうか、喜んで犬の世話をする気持ちがあるかどうかを確認してみる
必要があります。

能勢シェルターは交通の便が悪く、わかりにくい場所にあります。ア

に考えてくださっているに違いありません。私たちは、里親候補の方

を喜んでお迎えいたします。シェルターは掃除が行き届き、魅力的な
場所でなければなりません。アークは毎日開いておりますが、午前10
時から午後3時までの間にお越しいただきますようにお願いいたしま
す。

however offer some help to this man if he already has a dog(s) by
offering free vaccination and neutering.
her children but would point out that taking on a puppy would

or unable to take care of it, in the future.
Case No.5: On interviewing this couple, they mention that they
live with grandma and that she would be the main person caring
for the dog. In this case it is important we meet and talk with her.
Case No.6: While we are in favour of elderly people having animals as companions, we do need to ensure they have someone
as a backup in case anything happens to them. We would also

る状況が変わったり、彼が病気になる場合を心配して、私たちは、お

物を飼いたい人は、すぐにペットショップに行くでしょう。ペットショッ

では、ペットの同伴は禁止されているはずです。しかし、もし彼がすで

Case No.4: I think it is good they are considering an older dog
or friend, would be able to take care of their dog if they became ill

もし里親審査の過程があまりにも厳しく、シェルターが不便な場所に

そらく彼に犬を譲渡しないでしょう。また、ホームレス用の公共施設

mean another child to take care of.
rather than a puppy, however would ask them if someone, relative

2の例では、いつも飼い主と一緒にいられるので、ある意味で犬にとっ

ては幸せな状況のように思えます。しかし、ホームレスの置かれてい

In the case of No.3: It would very much a case of how she handles

動

物シェルターを運営するにあたり、私たちが目指すのは、飼い
主のいない動物たちのために、可能な限り「理想的な家」を見

に犬を飼っている場合は、私たちはこの男に手を差し伸べ、無料でワ
クチン接種や避妊・去勢手術を受けさせることができます。

つけてやることです。シェルターは、動物を保護し、里親を見つける

3の例は、母親がどう子供の面倒を見るかにかかっているでしょう。

会いを結婚と同じだと考えています。私たちは、その里親さんとの結

す。

までの中継地点と考えるべきです。私たちは、動物と里親さんとの出
婚が、動物が死ぬまで続いてほしいと願っており、離婚で終わってほ

しくないのです。しかし、私たちが望むような100%理想的な飼い主
を見つけることは難しく、しばしば90%あるいは80%以下であっても

ただ、子犬を飼うということは、もう一人子供が増えるようなもので

4の例は、老夫婦が子犬ではなく老犬を飼おうと考えているという点

では問題ありません。しかし、私たちは、もし将来、老夫婦が病気に

あり、訪問時間帯も限られていて、シェルターの印象が悪ければ、動
プは顧客本位になっています。面接もありませんし、質問もありませ
んし、ちょうど車を買うように、種類、大きさ、色、価格はより取り見

取りです。しかし、ペットショップは動物にも飼い主にも興味がなく、
動物と飼い主との相性を見たりはしません。このため、新たに飼い主
になる人には、健康や問題行動まで様々な問題が起こって来る可能

性があります。また、犬の場合は、新たな飼い主又はその家族がきち
んと犬の世話ができないために、せっかく手に入れた犬を手放すこと
もあるでしょう。

Guide dog owners face discrimination 2 years after ban on such practice
法律施行から２年経過後、
なおも続く盲導犬ユーザーへの差別

M

any visually impaired people who use guide dogs in Japan
are still suffering from discrimination two years after a law

banning such practices came into force, a survey by a guide dog
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あ

る盲導犬協会の調査によると、日本では、障害者差別解消法

施行から2年経った今も、盲導犬を使用する視覚障害者の多

Sanosuke passed over Rainbow bridge

虹の橋を渡った左之助

Dear Ark staff members,

ARKの皆さま

My name is Maeda. I adopted Sanosuke last July.

去年の7月22日に左之助の里親になった前田です。

Last time I telephoned, I tole you that, according to our vet, Sano-

以前、電話にて手術を受けた事と余命が1ヶ月と宣告された事をお

くが差別を受けています。

suke had only one more month to live.

伝えさせていただきました。

2018年2月までの10カ月間にわたり実施されたアンケート調査で

He underwent an operation on Mar 31st and came home the next

3月31日に手術と受け、翌日には退院しその後のしばらくの間は本

training organization shows.
In the research conducted in the 10 months through February
2018, 63.0 percent of respondents said they were denied entry
to shops or facilities because they were accompanied by guide
dogs. The nationwide survey covered 235 guide dog owners and

は、回答者の63.0%が、盲導犬を連れているからという理由で、店舗
や施設への入店を拒否されたと言います。協会によるアンケート調査
は、全国の盲導犬ユーザー235名を対象として行われ、このうち119
名から回答がありました。

against guide dog owners has been achieved under the law that
took effect in April 2016, 68.1 percent called for further efforts to

He was very well for some time. We could not believe that he had
cancer. However, he became ill again just before Golden Week

を左之助は僕に残していってくれました。

か?」という質問に対して、68.1%が、
「さらなる取り組みが必要だと

When he ran away, Ark staff members came to look for him with

ARKのスタッフの皆さまにも、脱走した際には一緒に探していただ

導犬ユーザーに対する差別はどの程度撤 廃されていると思います
思う」と回答しました。

差別」であるとみなしており、公共及び民間施設に対して、このような
行為を禁止しています。

institutions from doing so.

me. They also came to see him after the operation. I appreciate

the fact that the number of people denied entry rose 1.0 percentage point in the latest survey, the third of its kind, compared with

ます。というのは、今回のアンケート調査（3回目）では、入店を拒否

された盲導犬ユーザーの数が、昨年2月から3月にかけて実施された

りました。

A day after he passed, many of his dog friends came to say good-

亡くなった翌日にはたくさんの犬友さんがお別れに来てくれました。

bye. This attests to the fact that he was very kind and sweet with

year.
In a multiple-choice question about facilities that declined to provide services because people were accompanied by guide dogs,

盲導犬を連れているという理由で入店拒否された場所について尋ね

これは全て左之助のどの犬にも人にも優しい性格だったからだと思

any dog or person.

っております。

I am not sure if Sanosuke was happy with me, but I was happy to

左之助は幸せだったかは正直わかりませんが、僕は左之助に出会え

have met Sanosuke.

て幸せでした。

I especially appreciate very much Matsuo san and his team mem-

松尾さんはじめスタッフの方に感謝しております。

前回のアンケート結果と比べて1.0%増加しているからです。

the previous one conducted between February and March last

いたり、手術後はお見舞いに来ていただいたりと、本当にお世話にな

everything you have done for me and Sanosuke very much .

しかし、協会の責任者によると、なお事態は改善されていないと言い
But the official said improvement has not been achieved, citing

里親になってから、わずか292日でしたが、たくさんの経験と思い出

home, he left so many good memories.

同法では、盲導犬を連れているという理由による入店拒否は「不当な
dogs as "unfair discrimination" and prohibits public and private

10日の夜に息を引き取りました。

「2016年4月より障害者差別解消法が施行されました。施行後、盲

fulfill the goal.
The law considers denials of entry into facilities because of guide

ら、GW前から動けない日や、食欲のない日などが出てきまして、5月

and stopped eating. He passed away in the evening of May 10.
Although it had been only 292 days since the day he came to my

received 119 responses, according to the organization.
Asked to what extent they think elimination of discrimination

当にガンなのか疑うくらいに元気に過ごしてくれましたが、残念なが

day.

本当にありがとうございました。

bers.

た質問（複数選択可）では、78.7%が「飲食店」でした。また「タク

Thank you very much.

ニ」が13.3%でした。

Kind Regards, Maeda

前田

シー」が28.0%、
「宿泊施設」が21.3%、
「スーパーあるいはコンビ

78.7 percent cited restaurants, while 28.0 percent pointed to taxis, 21.3 percent said accommodation facilities and 13.3 percent
cited supermarkets or convenience stores.

「こうした差別に対して、どのような対応をしましたか？」という質問
に対しては、
「理解を得るため、その場で説明した」と回答した人が

68.0%で、26.7%が「盲導犬はおとなしくて、迷惑をかけないことを
Asked how they responded to such discrimination, 68.0 percent

実際に見せた」と回答しました。

said they explained their situation to gain service providers' understanding, while 26.7 percent said they demonstrated that their

上記の説明の結果、50.7%が「入れるようになった」、28.0%が「そ

guide dogs were gentle and would not cause a disturbance.

れでもなお、入店拒否された」と回答しました。

After such efforts, 50.7 percent said they were able to enter facili-

差別的な扱いの具体的な内容としては、43.8％が「許可なく、写真や

ties while 28.0 percent said they were still not allowed to do so.
Among other discriminatory treatment, 43.8 percent said they

動画を撮影された」、34.4%が「突然、手や体をつかまれた」と回答
しました。

were filmed or had their pictures taken without permission and
34.4 percent said their hands and other body parts were unexpectedly grabbed by strangers.

協会の代表は、
「外出の際に盲導犬を連れているからといって、視覚

障害者を差別することは人権問題です。障害者にやさしい社会になっ
てほしいものです」と言っています。

The director of the organization said, "Discriminating against people with visual disabilities because of their means of walking constitutes a human-rights issue. I hope to see a society friendly to
the disabled."

共同通信

T

hank you for reading A VOICE FOR ANIMALS !
We have decided to deliver our magazine via the Internet

starting in 2018 so that even more readers can enjoy our im-
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portant information on animals.

メ

ールマガジン配信スタート！

いつもARKニュースレター「A VOICE FOR ANIMALS」をお

読みいただき誠にありがとうございます。さらに多くの方にお届けした

いと、2018年より、メールマガジンの配信をスタートすることとなりま
した。メルマガをご希望の方は、ARKホームページよりご登録をお願

If you would prefer the digital magazine, please complete the
web form on our home page.
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いいたします。手続きのない方へは、従来通り郵送にてニュースレター
をお送りいたします。

Tonto passed over Rainbow bridge

虹の橋を渡ったトント

ライアン / Ryan

エリザベスとアークの皆さん、こんにちは。

HI Elizabeth and Team.

残念ながら、これがトントについて僕が送る最後のメー

Sadly this will be my last email to you with
regards to Tonto.

ルになります。

I found the certificate from you dated

僕がトントの里親になったとき、20 09年と日付の

昨日は、引き取りの際

dated as 8 years old.

彼の年齢は8歳だと記載されていました。

ありがとうございまし

Our beautiful little boy took me through

小さな可愛い息子がい てくれたおかげで、僕は日本在

入った証明書をアークからもらいましたが、そこには

2009 when I adopted him and his age was

surviving cancer while living in Japan then took the big flight to
move to Australia with me. He adapted really quickly to the life
down -under and loved it here. As time went by Tonto got a lot
older but was always happy and I did my best to keep him in the

住中に癌を克服し、その後、トントと一緒にオーストラリアに帰国しま
した。彼にとっては長い空の旅でした。トントは、あっと言う間にオー

ストラリアでの生 活に馴染み、すっかりここが気に入ったようです。時
が経つにつれトントはずいぶん歳を取りましたが、いつも幸せそうでし

best health.

たし、僕はトントが健康を損ねないようにできるだけの事をしました。

At the end of 2015 I lost my mother to cancer. Tonto was there to

2015年の末に僕の母親が癌で亡くなりました。いつものようにトン

help as always. He got slower and older (but always good), and it
got to almost why ? Then this year my Dad passed. So that was
why Tonto stayed. His job done, he stopped eating.

トは僕の傍にいて慰めてくれました。やがてトントの動きがだんだん

と鈍くなり、
（病気というわけではないのですが）歳をとってきまし

た。いったいなんでこんなことになるのだろうかと言いたい気持ちで
した。そして今年、僕の父親が亡くなりました。そのときまでは、トン

I had to go to the vet a few days later and let Tonto go. The hardest choice I've probably ever had to make and also the right one.

トは頑張っていてくれたのです。トントは自分の仕事を終え、ご飯を食
べなくなってしまいました。

それから数日後、僕はトントを動物病院に連れていって眠らせてやり
ました。それは、おそらく僕のこれまでの人生の中で最も難しい選択

Your work at ARK has such an impact. My story is a little dog
called Tonto abandoned in Osaka outside a bank traveled to the
other side of world and while he didn't realised it, won hearts of

であり、また正しい選択でもありました。トントは、僕の目の前で息を

引き取りました。映画「僕のワンダフル・ライフ」のように、彼は何度
も僕を助けてくれました。

people who were unsure of dogs. And for me the day he walked
into my apartment in Shirokanadai stole my heart.

アークの活動は大きな影響力があります。僕の場合は、大阪の銀行の

前で捨てられていた小さな犬トントについてお話しさせていただきま
Thanks ARK team

に色々とお世話になり、

た。万全なサポート体

制、保護犬のことを一
番に考えた審査、そして
何より勤めている方々

の温かいお心・お言葉

に感動いたしました。おかげさまで、ライドは今のところ体調を崩すこ
ともなく、ご飯もよく食べ、排尿排便もしっかりしてくれています。以
前からここにいたのかと思うぐらい私に懐いてくれており、怖がりの

先住犬とも仲良くしてくれています(先住犬は私が見ている時は動か

私達みんなフランスに帰ってきたことをお知らせしたくてご連絡して

お貸し頂いているカラーがやはりあまり好きではないようなので、た

行けました。

ないので、私が見ていない時に2匹で遊んでくれます)

まにカラーを外し、手ぬぐいで傷跡を覆うようにしています。

Thank you so much for all your help when I adopted Ryde yesterday.
I was very impressed with everything at ARK, such as all possible

Tonto passed with me right next to him. His Dogs Purpose done
so many times over.

ライド / Ryde

した。トントは地球の反対側まで旅して、気づかぬうちに犬に興味が

彼は新しい環境について今学んでいる最中です。道で出会う多くの人

たちが、彼がとても可愛いと言ってくれます。この辺りの人々にとって
柴犬は珍しいのです！色々とありがとうございました。
ジョレイン&パスカル

supporting measures, interview and evaluation that prioritize how
abandoned animals could become happy, and last but not least

Just wanted to let you know that we are all back in France.

heartwarming thoughtfulness and words from ARK staff.

Everything went well with Ryan at the Japanese quarantine, the

Thanks for your advice, Ryde eats a lot, pees and poos without

flight and Europe customs.

problems, is in a good condition. He is very affectionate to me, it’s as if

He is now learning about his new environment. A lot of people

he had lived here for ages. Besides, he is getting along with our other

in the streets tell us he is so cute. They are not used to seeing

dog who is timid (although our other dog does not move when I am

Shibas here !

watching them, it seems that the two dogs play together when I’m not

Thank you again for everything.

there).

Jolaine & Pascal

なかった人たちの心をつかみました。そして、白金台にある僕のアパー

David

トに彼がやってきた日、僕の心はトントに奪われました。
(comment: for a Cavalier King Charles spaniel, Tonto lived way
beyond his life expectancy. Thanks to David for his loving care.)

アークの皆さん、どうもありがとうございます。
デイビッド

Toyama event

A

fter a gap of one year, the Toyama event was again held in the
grounds of River Retreat Garaku, at Kasuga Onsen, Toyama

city on 20th May 2018.

Magatama Re-opening

M

agatama, one of our favourite
venues has re-opened in Osaka.

On May 5th, (Children’s Day) Elizabeth
Oliver and Natasha Hajjar who brought
her dog Murphy along, gave a talk for
kids about safety around dogs. Actu-

ally there were more dogs there than
kids but all enjoyed. The following day,
ARK took along four dogs and one cat
waiting for adoption. It was great to
meet many doggie friends who live in
the area, come to see us. Thanks to
the Tanakas for letting us use this great
dog-friendly venue again.

6

います。日本の検疫所、フライト、ヨーロッパの税関と、全て問題なく

MAGATAMAさんでワークショップ&里親会

い

つ も お 世 話 に な って い る 大 阪 の

MAGATAMAさんでワークショップ&里

親会が開催されました。5月5日（子供の日）に、
エリザベス・オリバーとナターシャ・ハジャール
が、
「犬と友達になる方法」について子供たちに
お話ししました。ナターシャは、愛犬マーフィーを

連れてきていました。実際は、子供の数よりも犬
の数の方が多かったのですが、楽しい一日となり

ました。次の日には里親会が開催され、アークか
ら4匹の犬と1匹の猫が参加しました。この日は、
うれしいことに地元の犬好きの人たちがたくさん
私たちに会いに来てくれました。今回も犬たちの

ために会場をお貸しくださいました田中さんに心
から感謝申し上げます。

The weather was perfect and the different food stands were already set up ready by the time the first four-footed guests arrived.
Over 100 people with pets of all types and sizes enjoyed meeting
friends.
Thank you to all our supporters in Toyama. More details of this
event will appear in our next newsletter.

富山イベント

前

回から一年が過ぎ、再び、2018年５月20日に富山市春日温泉の

リバーリトリート雅樂倶様にて富山イベントが開催されました。

快晴に見舞われ、最初の4本足のゲストが到着した時には既に数々の
フードスタンドが用 意されていました。様々な種類のペットを連れた
100人以上の人々が友人に会うことを楽しみました。

富山のサポーターの皆さん、ありがとうございました。

このイベントの詳細な様子は次回の私どものニュースレターにてご紹
介致します。

フェアリートゥー( ポコ)
Fairy Too (Poko)

今年、私たちは2013年以来初めて日本を訪れるつもりです。今回の休
暇にはオービットを連れていく予定はありませんが、私たちはアークを

先週の日曜日に、フェアリートゥー君
を引き取らせて頂きました、篠山市の
野村です。１５日から１週間が経ちまし

た。名前は、フェアリートゥー君改め、

ポコ君と命名致させて頂きました。初
日、我が家に入った時は、色々と警戒し
て、すごく大人しいポコ君でしたが、一
昨日から一気にスリスリしてくれたり、

仰向けで寝たりと、少しずつ心を許してきてくれたようです。

先週の水曜日に、お世話になっております獣医さんに診て頂きまし
た。同じシャンプーと錠剤と目薬と、眼軟膏が追加となり、毎日３人で

ヤイヤイと目薬などしております。目薬も最初の頃は大人しく点眼さ
せてくれていたのですが、最近、少しだけ抵抗するようになりつつも（
笑）、それでも大人しくお利口さんに点眼させてくれます。

ドライアイは、治ったらラッキーぐらいに思っておいて下さいと獣医さ

んから言われたのですが、何となく、素人目ですが、日に日に良くなって
いる気がしています。治らなかったとしても、ポコも頑張ってるので、私

達もできることは頑張ります！！シャンプーも、嫌がらずきちんとさせて
くれ、排泄も、外に出てからしてくれます。本当にいい子で、室内で一緒

に生活することに反対していた父親も、メロメロです。近所の方々から
も、可愛い可愛いと言って頂き、ちょっとしたアイドルです。

最初、レオン君に会いに行かせてもらったのに、心変わりをして申し
訳ありませんでしたが、本当に、ポコに出会えて良かったと思っていま

す。本当にいい子で、最初の飼い主さんが愛情たっぷりで育てられた

からこそで、アークさんできちんとお世話をして下さったからだと、本
当に感謝致します。本当に、可愛すぎて、ヤバイです。

また、そちらに伺わせて頂きますね。その時には、お肌とお目目の状
態が良くなってくれてたらと思いますが、欲は出さないようにします。

我が家に、たくさんの幸せを運んでくれたポコに、本当に感謝です。
また、近況のご報告をさせて頂きますね。

一気に暑くなってまいりましてので、ワンちゃんやスタッフの皆様、お
体にはくれぐれもお気をつけ下さい。では、本日はこれで失礼します。

2012年秋に、私たちは当

It’s been a week since we adopted Fairy Too. We’ve changed his

時4カ月の白い子犬だった

name to Poko.

オービットの里親になりま

On the first day at our home, he was very quiet, being cautious

した。オー ビットを抱き締

about everything. But he has changed ! Since yesterday, he has

めたり、一緒に遊んだり、他

started rubbing himself on my leg and lying on his back and

の犬と遊びに代々木公園に

showing his belly. It seems that he is getting comfortable with us.
Last Wednesday, we took him to our usual vet. Eye ointment
was added to the shampoo, tablets and eye drops which were

オービット / Orbit

previously prescribed. The three of us are very busy every day
taking take care of him, giving eye drops, etc. At first, he was
obedient, allowing us to give eye drops. But he is rather reluctant
to have eye drops these days. Anyhow, he is still a good boy in
accepting it. The vet told us that we would be lucky if his dry eyes
are cured, but it seems to me that his eyes are getting better day
by day. Even if it is not cured, we will keep doing our best for him.
He is willing to be shampooed, poos and pees only when he is
walking outside.
He is such a good boy. My father, who used to disagree with
me having a dog inside, has fallen madly in love with him. Our
neighbours are saying, “What a sweet dog he is”. Poko is a bit of
celebrity in the neighbourhood.
We are very sorry that although we came to ARK to see Leon, we
changed our minds by adopting Poko. We are very happy that
we happened to see Poko. He is such a sweet dog, which is only
because the previous owner took care of him with lots of love and
ARK also looked after him faithfully. We really appreciate the care

連れていったり、楽しい日
々を送っていました。2013
年7月に、私たちはオービッ

トを連れてオランダに帰国することになりました。成田空港でのチェ

ックイン時には犬を預けなければならなかったので、オービットにサ

ヨナラを言って別れましたが、15時間後にオランダのスキポール空港

でまた彼に会えてとてもうれしかったです。飛行機に積み込まれたケ

ージの中に入れられての旅は、オービットにとって不安で、さぞ疲れた
ことでしょう。しかし、彼は元気そうで、私たちと再会できてとてもう
れしそうでした。また、空港の外の緑の一画に連れていってやるとと
ても喜んでいました。

オービットは、オランダでの生活や私たちの新しい家に、とても早く

馴染みました。どうやら、彼は涼しい気候の方が好きなようです。そ
の年の夏、休暇で南フランスと北イタリアに行きましたが、オービット

も連れていきました。オービットは特に山が大好きで、山はまるで彼

の裏庭のようです。子供たちもオービットの後を追って、うれしそうに
山を駆け上がっていました。オービットは、子供たちが退屈したときの
良い遊び相手になってくれました。私たちと同様にオービットも山が

大好きなので、良かったです。彼は、私たちと一緒にいろいろな山々
を訪れています。

節はお世話になりました。名

前を花（はな）とさせていた
だきました。

トイレを我慢するので、
（裏

庭ではしないので）思い切って車道沿いの遊歩道まで散歩に連れ出

しました。低い体勢をとりながら、音にびびりながらもがんばって、そ
こまで行き、排せつする事出来ました！食事も日に２度完食しており
ます。散歩から帰るとお水もしっかり飲みます。

今日は、散歩だよというと、玄関まで出て来てくれました。今は日々の

日常の音、
（掃除機とか食器洗う音とかテレビとか）に慣れる様、が
んばっています。街中なので、人も多いですし、車も通りますし、アス
ファルト舗装ですが、慣れていってくれると信じています。
とても可愛くて、毎日楽しいです。

入院されているお嬢さんに、サンベリーナは元気にしているとお伝え
下さい。

広い部屋があるのに、どういうわけか、台所に陣取っています。その

クリスティーナ、アルノート、ボリス、ゾエ

In the autumn of 2012 we adopted Orbit, then a 4 month old white
pup, and we enjoyed cuddling and playing with him and taking him to
Yoyogi park to play with other dogs. In July of 2013 we moved back to
the Netherlands with Orbit. At Narita airport we said goodbye to him,
as we had to leave him behind at the check-in, but 15 hours later we
were happy to see him back at Schiphol airport in the Netherlands. The
journey back in a crate in the plane must have been scary and tiring for
Orbit, but he seemed fine, and very happy to see us again, and also
very happy to be led to a patch of grass outside the airport.
Orbit settled in very quickly in the Netherlands and in our new house.
I think he prefers the cooler weather. And that summer he joined us
on our holidays to the South of France and the North of Italy. Orbit
especially loves the mountains, it really seems to be his terrain. And
the children all ran happily after Orbit up the mountains. Orbit was a
good distraction when the children started to get tired. It’s good that
Orbit enjoys the mountains as we do too, and he gets to visit many
mountains with us.
This year we will be visiting Japan for the first time since 2013. We will
not be taking Orbit along on this holiday, but we will be visiting ARK
to see where Orbit spent the first few months of his life. Especially our
daughter Zoë has wanted to visit ARK ever since we adopted Orbit,
Christina, Arnout, Boris & Zoe

We will visit ARK in the near future with Poko. We expect that his
eyes and skin condition will be even better than now. We would

サンタ＆ニット
Santa & Knit

like to say thank you for letting us meet Poko who has brought lots

し暖かい日が続いて、そろそ

里親となった宅間です。その

っていて、オービットの里親になってからずっとせがまれていました。

We cannot believe that we love him this much.

このところ、奈良も日中は少

４月２９日にサンベリーナの

見てみたいと思っています。特に私たちの娘ゾエがアークに行きたが

and never stopped asking.

that ARK and the previous owner gave him.

of happiness to us.

サンベリーナ
（はな）
Thumbelina (Hana)

訪問して、オービットが彼の人生の最初の数カ月間を過ごした場所を

ろ花粉に悩まされるのかなぁ
と少々困っている日々です。

様子の写真、添付しました。またお便りしますね。宅間

サンタ＆ニットは、サンタが

体調も万全になり毎日元気

My name is Takuma. I adopted Thumbelina on April 29 2018.

で 過ごしてくれていて嬉し

Thank you so much for all your support on that day.
We have changed her name to “Hana”.
She does not pee inside the house (nor in the backyard), so we dared
to take her out for a walk to a walking path along the road. Thumbelina
was so timid, being frightened of noises, but she finally managed to get
there by crouching down, and had a pee !
She eats up her food twice a day, and drinks lots of water when she
comes back from a walk.
When I said to her, “Come on. Let’s go for a walk” today, she appeared
at the front door. We are doing our best to educate her, so that she
would get used to ordinary noises (e.g. vacuum cleaner, dishwasher,
TV set) in our day-to-day life.
Since we are living in a town, there are many people and cars, and
roads are paved. However, we believe she will surely get used to a new
life. She is a lovely dog and we enjoy living with her every day.
We don’t know why, but she always occupies the kitchen like this (see
the photo attached) although we have a larger room in the house.

いです。暖かくなって来たの

で、先日、娘が2匹をシャンプーしてくれました。犬語(？！)を話せる(
のではないかと思うほど犬達と仲良しな)娘も2匹を一緒にシャンプー

するのには少々手こずってはいましたが、なんとかキレイになり、いい
匂いのわんちゃんになりました。

写真は仲良く同じ姿で寝る2匹。

ニットはいつもお菓子ちょうだい！(たぶん)と吠えて唸って尻尾振って
くるのですが、すごい寂しがり屋さんだし、超ツンデレなんだと思いま
す。そんな所が萌え～のポイントでもあります笑。

家族皆で、ボイジャーの事が気になっています。散歩に一緒に行かせ
てもらって、その時はアトランティスもまだ一緒でした。アトランティ

スが、新しいご家族と巡り会えて良かったなあと思いながらも、ボイ
ジャーはどうしているのかな？と気にはなっておりました。

昨日のブログを見て、早く良い里親さんと出会えます様、ここ奈良か
らも祈っております。いい子なので、きっと素敵なご家族と巡り会える
と思っています。早く良い知らせが届きます様に‥。

It is rather warm during the day also in Nara. This weather may annoy
me with pollen.
Santa has recovered perfectly. So, I’m pleased to let you know that
Santa and Knit are both fine and in good health.
Since it is getting warm, my daughter shampooed two dogs at the
same time the other day. Although she could speak canine language
(since she is a good friend of theirs ), to shampoo two dogs together
was a tough job for her. Anyhow, Santa and Knit got clean and smelled
so good.
The photo above shows Santa and Knit who are sleeping together in
the same position.
While Knit cheerfully barks and wags his tail, seeking treats, he often
looks lonely. Thus, he has two conflicting characters, i.e. friendly but
sometimes stuck-up, which we like very much.
By the way, we are all worrying about Voyager. We took him out for a
walk. In those days, Atlantis was still living in ARK. Later, we were very
pleased to hear that Atlantis was rehomed to a nice family. On the other
hand, we wonder how Voyager can have a chance of adoption.
We read the ARK blog on Voyager yesterday, and sincerely hope that he
will be rehomed to a forever family as soon as possible. Since Voyager
is such a good boy, we are sure that he could see a lovely family. We
are looking forward to hearing good news.

ロシアからのボランティア

Russian volunteer

I

t's been my second visit to the shelter as a volunteer. I walked
with four dogs in the beautiful mountain scenery and played

with several cats after lunch. Last time, I formed a strong bond
with a lovely old dog called Naga. And this time, it was a 10-year

今

H

名前の可愛い老犬と仲良くなりましたが、今回は10歳のトラ猫ルーク

exchange students

回、ボランティアとしてアークのシェルターへ二度目の訪問を

しました。美しい山並みの中を4頭の犬と散歩し、昼食の後は

猫たちと遊びました。前回ボランティアに来たときには、ナガという
に私はすっかり心を奪われました。

old tabby cat Luke who stole my heart.

Volunteers Story – Jamie & Lex

ジェイミーとレックスのボランティア体験

こ

んにちは、ジェイミーとレック

ey ! Jamie and

スです！私たちはイギリスか

Lex here !

ら来ている交換留学生で、最近アー

We are two foreign

クにボランティアに来ている二人組
です。

from England who
have been volun-

There was something infinitely touching in his wide-open round
amber eyes, M-shape on his forehead and even his protective
collar which he was probably wearing due to his leg injury. He
greeted me eagerly and I soon discovered he loved to play, and
he loved cuddle too. I spent over one hour at his cage. Not sure
if it was the best use of my volunteer time, I attempted to leave
him a few times but he kept me by loud meowing. I finally surrendered staying with him and giving him the exclusive attention he
desired. When he got tired playing and fell asleep looking completely peaceful and satisfied, I quietly left his space feeling good

琥珀色の大きな丸い眼、額にあるＭ字型の模様、そして脚の傷を舐

teering recently !

付ける何かがありました。ルークがうれしそうに私に近づいてきたの

I’m sure many peo-

で、この子は遊んでもらうのも、抱っこしてもらうのも好きなのだとい

うことがすぐにわかりました。何度も立ち去ろうと試みたのですが、

彼が大きな声でミャオミャオと鳴いて行かないでくれと言うので、彼

のケージで1時間を過ごしました。ボランティアとしての時間の過ごし

電車とバスを乗り継ぎそして最後は

we’re pretty crazy for travelling almost every week, all the way
from Suita by train, bus and foot, despite being full time students.
Therefore, we would like to share our motivation with you and our
experience of ARK so far.

りました。遊ぶのに疲れたルークは、本当に幸せそうに満足した様子

Without our deep passion for animals and rescues, we would not

私は諦めて彼と一緒にいることにして、かかりっきりで可愛がってや

providing us this great opportunity to interact with animals in the

have maintained our drive to keep visiting ARK, but we found the

足感を覚えながら静かに彼のケージから立ち去りました。

more we visited, the more attached and motivated we became.

結局のところ、ボランティアをするにあたり大事な事は動物の数だけ

With University being stressful, Lex missing her much loved Ger-

beautiful environment. I am planning to come again in the near

ではなく、動物といかに質の高い時間を過ごせるかどうかだと思いま
す。美しい自然の中で動物たちと触れ合うというこの貴重な機会を与

えてくださったアークの創設者とスタッフの皆さんに心から感謝いた

future.

ど毎週のようにアークに来ています。

こんな私たちをかなりの変わり者だと思ってらっしゃる方は多いでしょ
う。そこで、なぜ私たちをそこまでやる気にさせるのか、そしてアークで
のこれまでの経験についてお話しさせていただきたいと思います。

動物や動物保護に関する熱い情熱がなければ、私たちがアークに通い

続けることはなかったでしょう。そして、私たちは、アークに来れば来る
ほど、ますますアークに対する愛着が強くなり、やる気がでてきました。
大学はストレスが多いし、レックスは、イギリスで家族と一緒に住んで

After all, it's not just the number of animals that matters but the
quality time as well. Many thanks to the ARK founder and staff for

徒歩で、はるばる吹田市から、ほとん

ple at ARK think

方として、それが最善の方法であったかどうかはわかりませんが…。

で眠り込みました。そして、私は自分のボランティアとしての使命に満

about my volunteer mission.

私たちは正規の学生でありながら、

めないようにつけられているエリザベスカラーにさえ、私を強く引き

man Shepherd, Cherokee, who is living with family in England,
and my passion in animal rescue and dog training growing every
day, volunteering at ARK is a huge blessing and heart-warming

いるジャーマン・シェパードの愛犬チェロキーに会えなくて寂しい思
いをしていたし、私は動物保護や犬のトレーニングに対する自分の情

熱が日に日に強くなっていくのを感じていました。そんなとき、アーク

でのボランティア活動は、私たちにとって大きな救いとなり、心温まる

します。近いうちに、またアークを訪れるつもりです。

experience for us.

経験となりました。

ポリーナ・イヴァノヴァ、ロシアからのボランティア

I think everyone at ARK understands the rewarding experience of

アークにいる誰もが、犬の信頼を得ることでやりがいを感じるという

Ivanovo Polina, volunteer from Russia
gaining a dog’s trust. This is so true in the case all the shy dogs
we’ve met, but a couple really stuck out to us. K2’s Kodiak, Wireless and Olympia, and K1’s Moosey, Ponpon and Voom are just a
few dogs in many that we had the privilege to witness first hand,

Happy Homes
デボラ / Deborah

アークの皆さん、お元気
でしょうか？

デボラの里親になりまし
た溝下です。

デ ボラは すくすくと育

ち、1歳になりました。可
愛い顔立ちなのに、男の
子のようにヤンチャです

が、私達にはなくてはな
らない存在です。

朝 は 、ベ ッ ド に 来 て
起 こしてくれ ま す。そ
の 後 は 、キャットタワ
ー か ら 、お 外 を 眺 め

る の が 大 好 き で す。
最 近 は 、コミニュケー

ションの取り方がたくさん増えてきて、色んな鳴き方でお返事してくれ
ます。

写真も送らせて頂きますが、主人の足の間で寝たり、パソコン作業の
お手伝い（笑）もしてくれます。

親バカですが、こんなに可愛い子はいない！なんて思っています。

blossom in confidence and trust in new people.

経験をされたことがあると思います。それは正にその通りで、私たち

が出会った全ての臆病な犬について言えることです。そして、特に私た
ちの印象に残った犬がいました。K2にいるコディアック、ワイヤレス、

オリンピア、K1にいるムーシー、ポンポン、ヴームはほんの一例です
が、うれしいことに私たちは、犬たちが自信を持って初めて会う人に対

する信頼をはぐくんでいく姿を目の当たりにすることができました。
On our first day we were introduced to Braid and Freezy, two
Dear ARK staff

cheeky puppies who were initially quite nervous and shy of us.

How are you ?

Wonderful to say that Freezy has since been given her forever

I am Mizoshita who adopted Deborah. Just wanted to let you know

home, and Braid has grown from a shy dog peeking from the back

how she is doing.

of her doghouse to one who jumps as high as the fence in excite-

Deborah has grown very well and is now one-year old. Despite her cute

ment when seeing us approach her kennel.

In the morning, she comes to my bed to wake me up. Afterwards, she

Initially, you convince yourself that you won’t get too emotion-

likes to have a view of

ally attached to the animals, that you’ll be strong and not want to

the outside from the

adopt all of them, but it’s been virtually impossible!

cat tower.

The animals at ARK are so unique and have so much character

These days, she has

and love in their hearts, despite the horrific or heart-breaking his-

learned various ways

tory of some, they are willing to relearn and trust again.

がりでした。うれしいことに、その後フリージーは里親さんのところに
もらわれて行きました。一方、ブレイドは、犬舎の影に隠れてこっそりこ

ちらを見ているような臆病な犬から、私たちが犬舎に近づくのを見る

最初は誰もが、動物たちにあまりに愛着を持ちすぎてはいけない、自
制心を 持って、ここにいる子全ての里親になりたいなんて思ってはい

けない、と自分に言い聞かせるのですが、実際は、そんなことは不可
能なのです！アークにいる動物たちはユニークで、個性豊かで、とて

もやさしい子たちです。なかには恐ろしいあるいは胸が張り裂けるよ

うな過去を持つ動物もいますが、彼らは一からやり直し、また私たち

to communicate with
us, i.e. she meows

Volunteering at ARK has made us physically fitter, improved our

differently according to

Japanese communication and driven our passion for working in

what she needs.

Animal Rescue in the future. More than anything, we’re hugely

I admit that I am a

grateful to the staff for their patience with us while learning and

doting

working around the language barrier.

for

気な2匹の子犬を紹介されました。最初は、2匹ともとても神経質で怖

と興奮して、フェンスの高さまで飛び上がるほどの犬に成長しました。

face, she is very naughty like a boy. But, she is definitely a must for us.

mother

初めてのボランティアの日、私たちはブレイドとフリージーという生意

を信頼してくれるのです。

アークでボランティアをするようになってから、私たちはより元気にな
りましたし、日本語でのコミュニケーションも上達しましたし、将来、

動物保護の分野で働きたいという自分たちの情熱を高めることがで

きました。そして何よりも、言葉の壁に苦労している私たちに対して、

Deborah, but would
like to say, “I’ve never

There is no doubt that the ARK family truly loves their animals,

before met such a cute

and we will never miss a chance to visit again whenever we return

cat !”.

to Japan.

辛抱強く接してくださったアークのスタッフに心から感謝いたします。

アークの皆さんがここで保護している動物たちを本当に大切にしてお
られることは間違いありません。私たちは、今度日本に戻ってくること
があれば、必ずまたアークを訪問したいと思っています。

教育プログラム

Education Programme

A

RK is a firm believer that the best way to improve the lives of
animals is through education. Our Tokyo team has had some

wonderful opportunities to talk to the best kind of audiences -

Tokyo ARK

Education Programme

東

京アークでは3～4月にかけて、インターナショナルスクールや私立
中学校等で動物福祉についてお話する機会を多くいただきました。

どのレクチャーでも熱心に話を聞いて頂き、私たちにとっても毎回貴重な
経験となっています。教育を通し、今後も動物愛護に対する理解を広めて

those who really want to learn !

いきたいと思います。

・ フォスターアカデミー

話しをさせていただいています。今年は、ペットを飼うにあたって、自分たちの

ミーセミナーにて、講師として参加させていただきました。動物福祉に興

2009年より道徳の授業を利用して、毎年約200名の中学一年生を対象にお
ライフステージに合わせて飼うことの大切さや責任という内容で「ディシジョ
ン・メイキング」と題してレクチャーさせていただきました。

・ アメリカンスクール・イン・ジャパン（ASIJ）

味がある、またはボランティア活動やフォスターに興味がある、だけれども
何をしたら、どこからしたら良いのか？という皆さんが持つ疑問を、毎回動

物に関わる方々がテーマを設けてレクチャーをしています。アークは「動物
ルターの現状、海外のシェルターとの違いについてお話ししました。

主に5歳の子供たちに対し、犬たちが発するサインや犬との正しい触れ合

tion of dogs from wolves as well as dog safety.

一般社団法人クリステル・ヴィ・アンサンブルが主催するフォスターアカデ

シェルターの役割と現状」ということで、他団体の方々と一緒に今のシェ

アーリーラーニングセンター

informed and super-enthusiastic when we talked about the evolu-

Tokyo ARK

・ 山手学院中学校

Parents from ASIJ’s Early Learning Center invited us to do two
45-minute workshops with five year olds. The children were well-

教育プログラム

い方を中心に話をしました。

200 junior high school students at Yokohama’s Yamate Gakuin
listened intently to our program on decision making. Their com-

アークの犬たちとも実際に触れ合った子供たちは、長時間のレクチャーに
も関わらず熱心に話を聞いてくれました。

ments showed an impressive level of interest and comprehension.
High school students at the animal rights clubs at two international schools, ISSH and YIS, invited ARK to speak to the next
generation of animal activists about the role of animal shelters
and how students can help (ISSH) and setting up a TNR (Trap

Yokohama’s Yamate Gakuin

Neuter Return) program for community cats (YIS).
Three animal groups including Tokyo ARK had the opportunity to

Minty story

speak at the Foster Academy, where participants listened keenly
and raised excellent questions.

ASIJ’s Early Learning Center
We look forward to expanding our educational activities fur-

Animal Rights Clubに所属する生徒さんから要望をいただき、ARKの活動

のほか、動物たちのために自分たちができるアクションを中心にレクチャーを

受

M

け口がチャームポイントの元気い

inty is a male dog being full of energy with a turned-up chin

っぱいの男の子。テリア系MIXの

この子を「ミンティ」と名付けました。

“Minty”. On May 4th, he came to ARK soon after a telephone call

YISにもAnimal Rights Clubがあります。今後の活動の一環として、近隣の野
・ 聖心インターナショナルスクール（ISSH）

ミンティ

as his attractive feature. We have called this mixed terrier

・ 横浜インターナショナルスクール（YIS）

ther this year.

Foster Academy

5月4日「ガリガリに痩せた汚れた犬が捨

to let us know that a skinny and dirty abandoned dog was about

良猫のTNRを始める計画を立てています。

to be hit by a car.

的な話もさせていただきました。

They told us that when they found Minty, they could not see

てられて車に轢かれそうになっている」

という連絡とともにミンティはアークに

それに伴い、TNRの活動についての話をはじめ、捕獲器の使い方など、実践

やってきました。発見時はもつれて固まっ
た毛が体を覆い、顔は全く見えなかった

his face at all since he was completely covered by tangled and

しました。

そうです。それを親切な保護主さんは毛

encrusted fur. However, they were kind enough to shave and

を刈り、シャンプーをしてキレイな状態で

shampoo his hair before bringing him to ARK.

アークに連れてきてくれました。

They said that Minty was abandoned just around the corner on a

ミンティは山道のカーブを曲がった直後

mountain road and came close to high-speed cars by himself. We
wonder if he was trying to get closer to a car, expecting that his
owner would come to pick him up.

の場所に捨てられていて自らスピードの出ている車に近付いていった
そうです。
「飼い主が迎えに来たのかもしれない」という思いで車に
近付いていったのでしょうか…

At first, Minty was uneasy, puzzled by various changes. But, he
felt relieved when being shampooed, fed and called by name in
our arms. Surprisingly, almost all faeces he had after coming to
ARK were something like wood chips, which tells us that he had
eaten whatever he could to desperately survive while wandering.

ISSH

YIS

It was heartbreaking to see that, unlike other dogs, this hungry
boy was eating food so greedily after such a long-term starvation.
Fortunately, the blood test showed no problems with a filaria test
also negative. Also, neither injuries nor dermatitis were confirmed.

ORANGE THRIFTY（オレンジ スリフティー）

あなたのお家に眠っている洋服やバッグや靴などで「アニマルレフュージ関西」のお手伝いをして頂けませんか？
神戸・六甲道「オレンジスリフティー」さんは、
「アニマルレフュー
ジ関西」古着チャリティーの窓口になって下さっています。
いつもARKをサポートして下さり、ありがとうございます。

Thank you Orange Thrifty for supporting ARK.

We don’t know if his encrusted fur protected him from diseases.

色々な変化に戸惑い、最初は落ち着かなかったミンティですが、体を
キレイにし、ご飯を食べさせ、抱きながら声を掛けてあげる事で、安
心してきたのか腕の中で大人しくしていました。

アークに来てから出た最初の便のほとんどが木片でできており、放浪

中生きる為に必死に色々な物を食べていた事を物語っていました。長

期間、飢餓状態が続いた為、他の子達とは違う食欲の勢いに胸が痛
くなりました。

固まった毛が守ってくれたおかげか、幸いにもフィラリアは陰性で、血
液検査も問題なし、外傷や皮膚炎等もありませんでした。

これからミンティはたくさん食べて太らせ、体力を付けて、まだ少し怖

がっているお散歩の練習や、他の犬との付き合い方を勉強しながら
We are sure that Minty had once been owned by someone since
not only does he have a microchip, but also he can do a sit and

〒657-0027 神戸市灘区永手町3-1-208

pee on pet sheets. Despite his sad story of being abandoned, he

TEL: (078)858-7090
E-mail: othriftyrokko@aol.com
HP: http://kobe-haberdashery.com/othriftyrokko/

is very friendly and loves people. He can bring a smile to many

里親に出る準備をします。

マイクロチップの挿入や、おすわり、ペットシーツでのトイレが出来る
事から、人に飼われていた事は間違いないミンティ。

置き去りにされ、悲しい想いをしたにも関わらず、人が大好きでとて

people.

もフレンドリーに接してくれて、沢山の人を笑顔にしてくれます。

Minty rehomed 27th May !!!

ミンティは５月２７日にリホームしました！！！

Kapitan story

カピタン

飼

A

loyal dog called Kapitan has died
after sleeping at his master's

ードを引き取りました。その後、グスマンさん

Paz, near Cordoba, Argentina's sec-

は2006年に亡くなりました。

ond city.

night. Mr Guzman's son Damian tried to bring Kapitan home, but

グスマンさんの死後まもなく犬は姿を消し、家族はカピタンが新しい家を

見つけたか、死んでしまったのだろうと思っていました。しかし、それから
数カ月後、2007年に家族が墓地を訪れたとき、カピタンがそこにいたの
です。驚いたことに、近所の人によると、犬が毎晩飼い主の墓のそばで眠っ

ているのに気付き、餌をやりだしたというのです。グスマンさんの息子ダ
ミアンさんは、カピタンを家に連れて帰ろうとしましたが、彼はいつも墓

he always ran back to the cemetery

地に走って戻りました。

And so the grieving hound continued his sad vigil until dying him-

日刊紙ラ・ボスによると、飼い主の死を悲しむカピタンは、15歳ぐらいで

self at about 15 years of age, the daily newspaper La Voz reported.
What amazed the family the most was that the cemetery was a
long way from where they live and Kapitan had never accompanied them there before he disappeared. Six years ago, Mr Guzman's widow Veronica, reflecting on the pet's graveside vigil, told
Argentina's Cordoba newspaper: 'We searched for him but he
had vanished. We thought he must have got run over and died.

自らが息を引き取るまで寝ずの番をして主人の墓を守り続けました。

何とも不思議なことなのですが、墓地は家から遠く離れていて、カピタン

etery so it is a mystery how he managed to find the place.

way. Father too busy and can only walk dog at weekends.
Mother now unable to cope with dog. Dog left by itself in garden where it barks incessantly. Neighbours complain. They
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。
頭がおかしくなっちゃうよ。最近、ジャーマン・シェパードの7カ月に
なる子犬がアークにやって来たんだ。子犬が連れて来られたってこと

は、日本警察犬協会に犬を提供しているブリーダーから高い値段で
買ったのかもしれないね。この犬を飼っていた家族にはよちよち歩き

た。私たちは、彼はきっと車に引かれて死んでしまったのだろうと思ってい

「ところが、次の日曜日に墓地に行ったときに、ダミアンが犬を見つけま

した。カピタンは私たちに近づいてきて、まるで泣き叫ぶかのように吠え

たりうなったりしていました」。ヴェロニカさんはさらに続けました。
「私

The mind boggles at how stupid this family are; a German
Shepherd fully grown is no plaything for toddlers, even if she
didn’t know she was expecting another child. Maybe they
thought that a police dog background would ensure that the
dog would come already trained ?

お母さんは犬の世話どころじゃないんだって。犬は一人で庭に放って

Fortunately the dog’s character hasn’t been harmed by this

おかれて、ひっきりなしに吠えた。それで、近所からうるさいって苦情

experience and he is very friendly.

けど、幸い犬は何とかアークにたどり着いた。

Happy to say that soon after processing, ( vaccinations,

が出たらしい。その家族は犬を保健所に連れて行くつもりだったんだ

neutering and micro-chipping ) he, now called Bruno, was

シェパードがよちよち歩きの子供の遊び相手になれるはずがないよ

りました。
「カピタンを探し回ったのですが、彼は姿を消してしまいまし

landed at ARK.

んだ。お父さんは忙しすぎて、週末にしか犬のお散歩に行けないし、

をした犬のことを思い出して、アルゼンチンのコルドバ誌に次のように語

うです。グスマンさんの未亡人ヴェロニカさんは、6年前に墓で寝ずの番

were going to take it to the hokensho but fortunately it has

の子供がすでに二人いて、もうすぐまた赤ちゃんが生まれるっていう

この家族の馬鹿さ加減にはあきれるよ。もしお母さんが、自分が妊娠

'The following Sunday we went to the cemetery and Damian reche were crying.' She added: 'We had never taken him to the cem-

breeder. Family have two toddlers and another one on the

が姿を消すまで家族は一度も彼を墓地に連れていったことはなかったそ

ました」。

ognised his pet. Kapitan came up to us, barking and wailing, as if

pup, probably at great expense from Police Dog Association

当時4歳ぐらいだった黒のジャーマンシェパ

ian, passed away in 2006 in Villa Carlos

started to feed him when they realised he slept by the grave each

seven months old came in to ARK recently. Brought as small

は、息 子ダミアンさんへのプレゼントとして、

the dog as a present for his son, Dam-

Kapitan. To their astonishment, neighbours told them how they

Excuse me while I lose my marbles. German shepherd pup,

カルロス・パスに暮らすミゲル・グスマンさん

when Miguel Guzman, who had bought

later, on one of their visits to the cemetery during 2007, there was

い主の墓に寄り添い続けたカピタン

ゼンチン第二の都市コルドバに近いビジャ・

black Alsatian was some four years old

he had found a new home or had been killed. But several months

continues to send his letter to ARK.
い主の亡き後、11年間にわたり毎晩飼

という名の忠犬が息を引き取りました。アル

graveside every night for 11 years. The

The dog disappeared not long afterwards and the family thought

Badger passed over Rainbow Bridge in autumn 2008 but he

しているってことを知らなかったとしても、大人になったジャーマン・

ね。たぶん、ジャーマン・シェパードは警察犬だから、すでに訓練が

snapped up by a lovely couple who drove here all the way
from Central Japan to adopt him.

済んでいるだろうとでも思ったのかもしれないね。

りのプロセス（ワクチン、避妊・去勢手術、マイクロチップ挿入）を済

幸いにも、こんな経験をしたにも関わらず、この犬はひねくれた性格

んだ。この里親さんは、はるばる中部地方から車でブルーノを迎えに

にはなってなくて、とても人懐っこいんだ。

この犬はアークでブルーノと名付けられた。そして、アークでのお決ま

ませた後まもなく、やさしいご夫 婦がブルーノの里親になってくれた
来てくれたんだ。めでたし、めでたし。

たちは一度もカピタンを墓地に連れていったことはなかったのです。なぜ

'We went back the next Sunday, and he was there again. This

カピタンが夫の墓を見つけ出したのか、本当に不思議です」。

time, he followed us home and spent a bit of time with us, but then
went back to the cemetery before it started getting dark. 'I don't
think he wanted to leave Miguel on his own at night.'

「そのまた次の日曜日に墓地に行ってみたのですが、カピタンはまたそこ

にいました。今度は、彼は私たちの後を追って家に戻り、しばらく一緒に
時を過ごしましたが、暗くなり始める前に墓地に帰って行きました。カピ

The cemetery's director Hector Baccega said the dog turned up

タンは、夜は夫のそばを一人で離れたくなかったのだと思います。」

and 'started wandering all around the cemetery until he eventually found the tomb of his master' 'During the day he sometimes
has a walk around the cemetery, but always rushes back to the
grave. And every day, at six o'clock sharp, he lies down on top of
the grave stays there all night.' Staff at the cemetery fed and took
care of the faithful pooch.

墓地の責任者ヘクター・バクセガさんは、次のように語りました。
「カピタン
はある日突然ふらりと姿を現し、ぐるぐる敷地内を歩き回った後、ついにミ

ゲルさんの墓を見つけ出しました。昼間は敷地内を散歩していることもあり
ましたが、いつも飼い主の墓に走って帰っていました。そして毎日6時ちょう
どになると、カピタンは墓の上で横になり、一晩中そこで眠っていました」。
この忠犬カピタンの給餌や世話を担当していたのは墓地職員でした。

Mr Guzman's son Damian said he had tried to bring Kapitan home
several times, but he always went straight back to the cemetery.
Poignantly, he added: 'I think he's going to be there until he dies
too. He's looking after my dad.'

グスマンさんの息子ダミアンさんは、何度もカピタンを家に連れて帰ろうと

しましたが、犬はいつも真っすぐ墓地に戻っていったと言います。感極まっ
て、ダミアンさんは続けました。
「カピタンは自分も死ぬまで父のお墓にい

るつもりだったのだと思います。彼は、僕の父を守ってくれていたのです。」

The story is similar to that of Hachiko, an Akita who is said to have
waited at a Tokyo train station for its master to return each day for
nine years from May 1925, following owner Hidesaburo Ueno's
death at work.

今回の話は、忠犬ハチ公の物語とよく似ています。秋田犬ハチは、勤め先

で亡くなった飼い主、上野英三郎の帰りを東京の駅で毎日、1925年5月
から9年間じっと待ち続けて死にました。

ジンゲル / Zingel

茨城県で多頭で飼わ

らずにいます。

る日飼い主が入院生

ちしております。

れていたジンゲル。あ

活を送ることになっ

てしまい、他の団体と
も連携し15頭中の7

頭をARKで引き取る
ことになりました。4
頭と3頭に分けて空

輸で来ることになり、

ジンゲルはあとの便
でARKに来ました。
A R K に 来 てか ら人

見知りすることなくいつも笑顔で人が来たらすぐ寄ってくるお利口な
子です。一緒に来た子が怖がる中、お手本のように人と接していまし

た。他の犬とも仲良くできる子なので先住犬がいる家庭でも大丈夫
だと思います。ですが年齢が10歳ということもありなかなか声がかか

まだまだ元気いっぱいのジンゲルの第2の家族になってくれる方お待

Zingel was living with many other dogs in Ibaragi prefecture.
One day, his owner became sick and had to be hospitalized, so
Ark worked in cooperation with another organization, and rescued
seven of 15 dogs.
The seven dogs were divided into two groups and flown to Osaka.
Zingel came oh the second flight.
He is friendly and not shy at all. When he sees people, he
approaches them with a big smile on the face. He is like a role
model for the other dogs who came to Ark with him.
He is friendly with other dogs, so even if you already have a dog,
please consider Zingel !
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*****************************************
東京アーク Tokyo ARK:
Tel/Fax: 050-1557-2763
E-mail: tokyoark@arkbark.net
送金方法のご案内
郵便局: 00940-0-250984

P.O. Account: 00940-0-250984
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2月 3日、4日
24日

徳島にて講演会

神戸GREEN DOGにて里親会

ARK Facebook:
http://www.facebook.com/
animalrefugekansaiARK

3月 5日 MBS「ちちんぷいぷい」撮影取材
10日 大阪、千里にて講演会

WINTER 2016
16

17日、24日 MBS取材

24日、25日 高知にて講演会

25日 神戸GREEN DOGにて里親会

4月 2日

阪急 Hello Dog ミーティング

14日 神戸GREEN DOGにて里親会

15日 アーク理事会、SEEDマーケット出店

犬用：処方食ドライ＆缶詰（w/d、a/d、i/d、i/d low fat、z/d、phコントロール、消化器サポート＜高栄養＞、

Dog: w/d, a/d, i/d, i/d low fat, z/d, ph con-

消化器サポート＜低脂肪＞）、ドライフード、老犬用の関節サプリメント、シャンプー、オーガニックシャンプー、

trol, maintenance food, senior dried food,

フロントラインプラス（特にXSサイズ）、
マイフリーガードα、ハーネス（八の字ハーネス、足を通さないタイ

canned food, shampoo for sensitive skin

プ、中型～大型犬用）、コング（中～大型犬用）、コング用チューブペースト、おもちゃ（長持ちする固いもの、

or made of organics, Frontline (flea tick

サッカーボール中古可、音の出るもの）、プレミアカラー（Mサイズ）、犬用おやつ（ジャーキー）、ガム（M~Lサ

prevention), 'My free guard' clinic bottle,

イズ）、
マローボーン（Lサイズ）、中型犬用レインコート（マントタイプ）、中型犬用リード（丸ロープタイプ）

Premier Collar (size: M), KONG (medium/

猫用：処方食缶詰（w/d、i/d、phコントロール）、消化器サポート、処方食ドライフードphコントロール

large size), Squeaky toys, strong toys, soft medium sized har-

オルファクトリー、子猫用ドライフード、子猫用粉ミルク（森乳製：ゴールデンキャットミルク）、成猫・

nesses and collars / Cat: w/d, i/d, c/d, ph control olfactory, kit-

老猫用缶詰、嗜好性の高いドライフード（銀のスプーン、モンプチ、懐石など）、爪とぎ、フロントライ

ten dried food, adult/senior canned food, scratching boards, beds,

ン、猫じゃらし、知育タイプのおもちゃ / 一般：うさぎ用チモシー、ウサギの餌（ペレット）、デッキブラシ、

toys, 'GOLDEN CAT MILK' / General: scrub brushes, yard brushes,

柄の長いほうき、柄の長いちりとり、金属製のバケツ（10～15Lサイズ）、水きり用ゴムベラ、ウンチ袋（スー

dust pans, metal buckets, rubber floor wipers, 45L plastic buckets with

パーなどにあるロール状のもの）、布ガムテープ、カット綿、綿棒、ティッシュペーパー、45Lゴミ袋、ペット

lids for food storage, packaging tapes, cotton wool pads, tissue pa-

シーツ（特にワイドサイズ）、古バスタオル、古タオル、タオルケットや綿の敷物、新聞紙（広告は抜いて下さ

per, 45L trash bags, timothy/pellet for rabbits, pet sheets, washing

い）、洗濯洗剤、花壇用草花、ラップの芯（固いもの）、扇風機、洗濯儀（8kg以上、中古品可※あまりに古いも

powder(sentaku senzai), bedding plants, electric washing machines

のは不可）、スポンジ（やわらかすぎない食器用）、すだれ、よしず、遮光ネット、蚊取り線香

(new, more than 8kg), used newspapers, bamboo screens for shade

