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“I have sometimes thought of the final cause of dogs having such short lives and I am quite satisfied it is in compassion to the human race; for if we suffer so much in losing a dog after an acquaintance of ten or twelve years,
what would it be if they were to live double that time ?”
Sir Walter Scott

「犬の寿命はなぜ短いのか」
とつねづね疑問に思っていた。
ようやく得た結論は——「人間に対する憐れみ」
こそ決定的
理由だということ。愛犬との別れは、10年、12年の付き合いでもひどくこたえるもの。
まして、彼らが倍も長く生きるとすれ
ば、
我々の悲しみはいかばかりか……考えるだけでもおそろしい。
サー・ウォルター・スコット



Volunteers and NPOs
All population groups have a long history of volunteering.The stereotypical
image of

had been arrested for intimidation and blackmail and eight organizations

volunteers as white, wealthy women is no longer true.

had been stripped of their NPO status for carrying out illegal activities.

Nowadays volunteers come from every gender, race, religion, creed, or

Belatedly in 2003 when the NPO Law was revised, an anti-crime clause

background. Each believes in making a difference about something that

was added. But the main problem is that the Government and local

matters to him or her.

Prefectural authorities screen potential NPOs based only on submitted
documents, making it difficult to detect yakuza connections. There is

It is a response to current events, social problems, emergencies or community
needs that volunteers are often the first to identify with. Volunteers,

no regulation, follow-up or watchdog of NPOs comparable to to the
Charity Commission in the UK.

because they are flexible and work as individuals or in small groups can
take action before institutions and government are able or willing to offer
services.

One major drawback to the NPO Law is that once an organization becomes
‘incorporated’ , they do not have tax-exempt status and in fact they
have to pay corporate tax on any profit-making activities at the same
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Once the activity gains momentum, the group seeks funding for expenses.

rate as businesses 30%, which they did not have to do when they were

Employees become necessary as the group evolves, not because

unincorporated. Unless the Government negotiates for improving tax

volunteers could not do the job, but because the magnitude of the work

incentives for NPOs, many will wonder what is the merit of becoming

grows beyond what part-time volunteers can handle. Employees provide

an NPO in the first place.

continuity and coordination, and so, at some stage of growth, volunteers
are displaced as primary service providers, relegated mainly to policy

Charities do not operate to make money but without money they cannot

making (boards), fundraising, and limited support roles. Ironically, as

operate. As Benjimin Franklin declared; “He that is of the opinion

organizations mature, they lose the ability to react quickly and take risks –

money will do everything, may well be suspected of doing everything

the very hallmarks of their founding volunteers, who may well have moved

for money.” It is time for the Japanese government to take control and

on to start the cycle anew. Most charities evolve in this way. Although

monitor NPOs, especially over their accounting, where the money

volunteers may still play an active role on the fringe, the main work of the

comes from and how it is used, because without which the public will

charity is done by paid staff.

lose confidence in the integrity of so-called NPOs and many quasi
suspect groups will continue to emerge and hoodwink people into

The US and UK both have a very long history of charities and charitable giving,

thinking they are genuine, when they are not.
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and alongside with these have developed highly structured systems that
ensure the integrity of organizations soliciting funds as well as over-

How is it possible for people in Japan, thinking of donating to a charity,

seeing the work of the charities. The Charity Commission in the UK is an

to distinguish whether that charity is genuine or not, when there is no

independent regulator of charities in England and Wales. Its job is to work

regulatory body, like the Charity commission, to guide us ? Let’s take

closely with charities to ensure that they are accountable, well-run and

the case of animal charities. Having NPO status is no guarantee of a

meet their legal obligations in order to promote public trust and confidence.

charity being bona fide. Websites too are notoriously deceptive, full of

There are 190,000 registered charities under their supervision.

pictures showing happy dogs being walked by volunteers when the
reality is an organization which keeps animals in hell-hole conditions,

Based at four sites, the Commission allows public access to all the charities

dogs chained, never walked or crammed into small cages. Some

online, and will supply copies of charity constitutions, annual reports and

organizations spend more time soliciting funds than looking after the

accounts to anyone who asks for them. The Commission also handles

animals in their care.

complaints about charities and will investigate any malpractices or misuse
of resources. It has wide powers to intervene in the affairs of a charity

Whereever possible it is best to go and see the organization first hand,

where things have gone wrong and can remove that charity from its

its facilities and how the animals are kept. Animals never lie and by

register if things don’t improve. Thus the Charity Commission acts as a

observing them we can judge if this is a happy, healthy animal or

watchdog on behalf of the public to ensure that charities are run along

not. Ask to see the accounts. Don’t be overcome by appeals to your

legal and correct lines.

sentimentalism to ‘save these poor animals.’ Check if your money
is really being used to treat the poor animals or just going to line

The NPO Law which came into effect in 1998 in Japan, was designed

someone’s pocket. A genuine organization should be happy to show

to give volunteer groups, many of which emerged following the Kobe

you everything and answer your questions. Never let your heart rule

Earthquake, a chance to gain charity status in a relatively quick and

your head.

easy way. In fact it has proved too quick and easy and, without much
screening, 18,000 groups soon applied for and got NPO status. It has
been revealed however, that upto 80% of NPOs do not report or keep
accurate accounting records and worse still many are operating within
the criminal fringe using their NPO status as a blanket to make money
by illegal means.

The Asahi Shimbun reported in October 2004, that already six NPO mobsters



ボランティアとNPO法人
世界中どの民族社会にも、
ボランティア活動の長

い歴史があります。ボランティアと言えば「富裕

な白人女性」
を想像するような固定観念はもは

や通用しません。今や、ボランティアは、性別、人

種、宗教、信条、経歴などの違いを問わず、
あらゆ

る背景から出ています。その誰もが、
自分にとっ

き、各組織が法に従い公正な方針で運営されて

護団体を例にとると——NPO法人資格を持って

いると保証する仕組みです。

いるからといって
「本物」
だという保証にはなりま

1998年に施行された日本のNPO法（特定非営

こと。“ボランティアとお散歩を楽しむ犬たち”—

利活動促進法）
は、ボランティアグループに——

せん。
ウェブサイトがあてにならないのは周知の
—いかにも幸せそうな写真が画面にあふれてい

その多くは阪神淡路大震災後に生まれたので

ても、その実態は……犬を鎖につないで外にも

取得のチャンスを与えようと制定されたもの。実

惨きわまりない状況で飼育しているかもしれま

て大切な問題のために働きたいと思っているの

すが——比較的迅速に、簡単に慈善団体資格

現代社会の様々な出来事、難問、緊急事態、地域

かり、たいした審査もないため、やがて1万８千

に全精力を費やす団体もあります。

た。
ところが、その後、
８割の法人が事業報告を

本物かどうかを見きわめるには、実際に動物シェ

です。

際、
あまりにも早く、楽に資格が取れることがわ

もの団体が申請してNPO法人格を取得しまし

ループで活動するため、公共組織や行政が可能

出さず、正確な会計記録もつけていない状況が

なサービス提供を始める前に行動を起こせるか

らです。

判明し、
さらに悪いことに、犯罪組織が運営する
NPOが法人格を不法な金儲けのカクレミノとし

ひとたび活動に勢いがつくと、ボランティアグル

て悪用するケースも増大しました。

ープは諸経費をまかなうための資金を求めま

2004年10月の朝日新聞記事によれば、
６つの

す——ボランティアは仕事ができないからでは

人格を違法活動に悪用したためにNPO資格を

す。組織が発展すれば常勤職員が必要となりま
なく、非常勤の手に負えない規模にまで拡大す

犯罪対策条項が加わりました。
しかし、問題は、

えてくれるはずですし、質問にも答えるでしょう。

が、提出された書類だけで判断する限り、
ヤクザ

組織が成熟するにつれ、迅速に反応したり危険

の現状は、各NPO法人に対する規制や追跡調

グループを興したボランティアの真骨頂ですか

に相当する
「監視役」
も不在なのですから。

でしょう。慈善団体の多くはこのように発展して

NPO法の大きな欠陥は、ある団体がひとたび「

行きます。
ボランティアは依然として支援的役割

関係を見破るのが難しいところにあります。
日本
査も行なわず、英国のチャリティーコミッション

法人」
になるや、免税資格を失い、
いかなる収益
活動にも一般企業と同率30％の法人税を支払

け持ちます。

う義務が生じること——任意団体なら払う必要

米国、英国ともに、慈善事業や善意の寄付行為

遇策を進めようとしない限り、そもそもNPO法

に関しては長い歴史があり、同時に、慈善事業

を監督し、資金を募る団体の公正さを保証する
明確なシステムを発展させてきました。英国の
Charity

（慈善事業監督委員会）
Commission

は、
イングランドとウエールズの慈善団体を公正
な立場で監督する機関です。その役目は、各団

体と緊密な連携を保ちながら、個々の組織が大

衆の信頼を得るために責任ある運営を図り、法

慈善団体の目的は金儲けではないものの、資金

がなければ運営できません。ベンジャミン・フラ

ンクリンが公言したように
「金こそすべてと信じ
る者は、金儲けのためには何でもやると思われ
る」
もの。今こそ、
日本政府はNPOを管理、監督

るNPOの「公正さ」を信用しなくなり、
まやかし

勢を整え、年次報告や会計などのコピーを求め

に、人々に
「本物」であると信じ込ませる現象が

苦情も取り扱い、不正行為とか人材、資力などの

チェックすべきです。
そうでないと、大衆はいわゆ

グループが次々と台頭して、実際は
「あやしい」
の
後を絶たないでしょう。

悪用について調査します。何か問題が起きれば

日本で慈善事業に寄付をしたいと思ったとき、

善しない場合は団体の登録抹消を行なうことも

となる監督機関もないのに、その団体が本物か

業務に介入し得る幅広い権限を持ち、事態が改

できます。
このように、大衆のための番人として働

心したいものです。

多いはずです。

の4地点に事務所を構える委員会は、一般大衆

る者には誰にでも提供します。各団体に関する

一時の感情に駆られて理性を失わないように用

人になるメリットは何だろう…と戸惑う関係者も

し、特に会計面に目を配り、金銭の出所と使途を

がオンラインで全慈善団体にアクセスできる態

があります。
「本物の」団体なら、何でも喜んで教

がなかったものを。政府がNPOに対する税の優

的義務を守っていると保証することで、監督下に
19万の登録慈善団体が置かれています。英国内

のために使われるのか…それとも、誰かのポケッ
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に政策決定（役員会）
と資金集めに徹しますが、

を担うものの、主だった仕事は有給スタッフが受

に…」
とあなたの感傷主義につけこもうとする訴

トに入るだけなのか、
きびしくチェックする必要

NPO資格審査にあたる政府と地方自治体当局

ら、彼らが活動の原点に立ち返るのも自然なこと

ごらんなさい。
「かわいそうな子たちを救うため

剥奪されたものは８団体に上るとのこと。遅ま

ンティアは一次的サービス提供者として退き、主

をおかす能力を失うものですが、
その資質こそが

せん——よく観察すれば、その子が幸せで健康

かどうかわかるもの。会計報告を見たいと頼んで

えに負けないこと。寄付金が本当に不幸な動物

きながら、2003年にNPO法が改正された際に

また、
ちょっとした脇役もこなします。皮肉にも、

ルターを訪問して、その施設と飼育状況を直接

目で見るのがいちばんです。動物はウソをつきま

NPO暴力団が脅しと恐喝容疑で逮捕され、法

るからです。常勤職員を雇えば継続性と協調力

が確保できるため、組織発展のある段階で、
ボラ

せん。中には、動物の世話をするよりも資金集め
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の要求などに最初に応じるのが概してボランテ

ィアなのは、彼らには柔軟性があり、個人か小グ

出さず、狭いケージに詰め込んだままとか……悲

英国のチャリティーコミッションのようにガイド

どうかをどうやって見分けるのでしょう？動物保



International Companion Animal Welfare Conference in Berlin
From the time we check into our hotel in

on the streets and cats barely mentioned.

a group called BETA, Beirut for the Ethical

Berlin, we knew we were not in Japan.

Now most of these countries have animal

Treatment of Animals, rescues animals when

Coming out of our room we encountered a

protection legislation in place, cities and /or

the city is not being bombed. They have

family in the corridor going into the room next

organizations have well-run shelters carrying

hopes to build a shelter in the future but in the

door; mother, father, daughter and a huge

out micro-chipping, neutering and rehoming

meantime put dogs in foster homes and rent

dog. This was not a guide dog but a fam-

and many have TNR programmes for street

two apartments for cats. Joelle who attended

ily pet, which as is the custom in Germany,

dogs and cats.

the conference brought 10 cats with her to re-

will accompany the family where ever they

home in Germany. Last year US-based Best
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go. Dogs on the streets, in shops, on public

There is still a gap between north and south,

Friends Animal Society chartered a plane to

transport, often without a leash, follow their

east and west in Europe; a shelter in Spain

bring 300 animals back from Lebanon to the

owners closely, scarcely glancing at people or

for example, regularly flies dogs to a Swedish

US for rehoming.

other dogs. Even an exhuberant puppy which

shelter, which has almost no Swedish dogs

went up to a massive dog for a greeting, just

of its own, for rehoming. They rehome about

It is heartwarming to hear stories of animal

got a perfunctory sniff, and the dog quickly

250 Spanish dogs a year in this way. Dogs

welfare groups, big and small, uniting to help

turned to follow its owner again.

come from Romania and Greece for rehom-

animals, not only within countries but across

ing in almost empty German shelters. And

continents.

Berlin was the setting for the ninth Interna-

in the city of Banja Luka in former war-torn

tional Companion Animal Welfare Confer-

Bosnia, with a population of 200,000 peo-

Elizabeth Oliver was accompanied at the con-

ence, ICAWC, organized by the UK’s Dogs

ple, the municipal pound pays all the costs

ference by Briar Simpson from Tokyo ARK,

Trust, and was attended by 80 organizations

to rehome 400 dogs a year, all having been

Susan Mercer of HEART, Tokushima and

from 40 countries. When the first conference

micro-chipped, neutered and given vaccina-

Susan Roberts of Japan Cat Network from

was held 11 years ago, the situation in East-

tions and a rabies shot.

Shiga.

ern Europe and the former Soviet Union was
pretty grim with mass shooting culls of dogs

And in Lebanon, another war torn country,
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第９回国際コンパニオンアニマル福祉会議——ベルリンからの報告
ベルリンのホテルにチェックインした途端に、

猫にTNR計画を進めたりしています。

ここは日本ではないと気づかされました。私ど

ベストフレンズ アニマル ソサエティ）は、

もが部屋から出ると、廊下にいた「家族」が隣室

ヨーロッパでは、依然として、北と南、東と西で

昨年、
レバノンの動物を米国でリホーミングす

に入って行くところでした——両親と女の子、

格差があります。例えば、
スペインのあるシェル

るため、飛行機をチャーターして300頭も運び

それに、大型犬からなる
「家族」が。
もちろん、

ターは、定期的に犬をスウェーデンの保護施設

ました。

盲導犬ではなく、家族のペットです。一般のペッ

に空輸しています。
スウェーデンのシェルター

トが家族の行くところどこにでも同伴されるの

はリホーミング対象になる自国の犬が皆無に

規模の大小を問わず、福祉グループ同志が手

がドイツの慣習。街路でも、店内でも、電車や

近いため、
こうして、年間、約250頭の犬をスペ

をたずさえ———国内だけでなく、国境を越え

バスの中でも、家族の後にぴたりとくっついた

インから受け入れて国内の里親に譲渡してい

て——動物保護のために協力するというニュ

犬は——引き綱をはずしている場合も多いの

るのです。ルーマニアとギリシャからも、
リホー

ースは、心あたたまる話題です。

ですが——他の人や犬には目もくれようとし

ミングを求める犬がドイツの“がらんとした”シ

ません。元気よく駆け寄ってくる子犬に“あいさ

ェルターに送り込まれます。
また、戦争で荒廃

つ”されても……巨大犬はちょっとにおいを嗅

した旧ボスニアのバニャルーカは人口20万の

いだだけで、すぐに向きを変えてご主人の後を

都市ですが、公営動物収容所が費用を全額負

今回、ICAWC出席のため（アーク代表）エリザ

追います。

担して年400頭の犬をリホーミングしています。

ベス・オリバーに同行したのは、次の方たちで

すべて、マイクロチップ登録し、不妊手術と狂犬

す；徳島県）HEART（ハート）からスーザン・マー

第９回ICAWC（国際コンパニオンアニマル福

病予防、および他のワクチン接種も実施してい

サー； （滋賀県）Japan Cat Network（ジャパン

祉会議）はベルリンで開催され、英国のDogs

るのです。

・キャット・ネットワーク）からスーザン・ロバー

40か国から80の団体が参加しました。11年前、

やはり戦争被災国のレバノンでは、BETA（倫理

ソン、以上の諸氏でした。

Trust（ドッグズトラスト）が運営にあたる会議に



本拠に活動するBest Friends Animal Society（

ツ； それに、東京アークからブライア・シンプ

第1回会議が開かれたとき、東ヨーロッパと旧

的待遇を目指すベイルート動物救援組織）が、

ソ連の動物事情は悲惨なものでした——道端

爆撃の合間をぬってレスキュー活動にあたって

には大量射殺された犬の死骸がごろごろ転が

います。将来の夢はシェルター建設ですが、現

り、猫ときたら、ほとんど話題にもされません。

在のところは、犬を里親家庭に預け、
アパート２

今日、
これら諸国の多くに動物保護法が整備さ

間を借りて猫を保護しています。会議に出席し

れ、
自治体や法人運営の立派なシェルターがマ

たジョエルは、今回、
ドイツで飼い主をさがす

イクロチップ登録を実施し、
さらには、野良犬／

ために猫10匹を連れて来ていました。米国を

Berlin Animal Home

T

he Berlin Animal Home can trace its origins

cats. Dog registration including micro-chipping is

baskets, toilets using wood chips and an outside run

back to 1841. Now 166 years later its premises

compulsary in Berlin. The clinic has 10 veterinarians

with logs and scratching posts and all with underfloor

in Hausvaterweg, about 40 minutes drive from Berlin,

and 10 vet nurses, with separate waiting rooms, X-

heating. Some had two cats but most were single and

offer some of the most modern animal housing and

ray rooms, isolation rooms, holding and operating

the walls between each pen, glass, so that cats could

care facilities in the world. The new facilities were

rooms for dogs, cats, small animals and birds.

see others. Again natural light everywhere. The pens

built five years ago on a site of 16 hectares in former

Routine treatment including spay/neuter operations

were spotlessly clean and odourless. Rabbits, dogs

East Germany. It is ultra modern in concept, design

are carried out here while more complex cases are

too, all housed in spacious, clean, light facilities.

and in use of materials and particularly impressive

referred to university hospitals around Germany.

is its use of natural light with see-through roofs

The shelter is basically ‘no-kill but euthanization is

How envious we were, coming from Japan, to see

throughout the corridors and rooms. The whole area

carried out for reasons of health, QOL (quality of life)

what can be achieved for the welfare of animals,

is landscaped with lawns, trees and a lake which

or behavioural problems.

given space and money.

runs around the buildings. The couple of hours,
The shelter employs 100 staff and costs 10,000

nearly long enough to see all facilities.

euros or about 1.6 million yen to run, each day.
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which was all the time we had for our visit, was not

All the money to build the shelter and the running
The shelter sees about 10,000 animals a year;

costs are met by corporate or private donations and

some of these are animals brought in for veterinary

legacies. The shelter also has a spacious, well-cared

consultation by local people, others are surrendered

for cemetery, a’ lost and found’ department and a

to the shelter by owners. 70% of animals are

lecture hall with 400 seats.

rehomed. Berlin has no stray dogs but it does have
a feral cat population estimated between 40,000 and

The cat facilities were especially impressive with ‘a

100,000, however in our four days there we never

room’ for each cat containing an array of climbing

saw one. The Home runs a TNR project for feral

towers, perches, hammocks, snug boxes, toys,

ドイツの誇る最新式動物シェルター
が、
犬、
猫、
他の小動物、
鳥類に分けて備わってい
ます。不妊去勢手術を含む一般的処置はここで

の現在、
シェルターは、ベルリンから車で40分ほ

行なわれますが、
より複雑なケースはドイツ全土

どのハウスファーターヴェークにあり、世界でも

の大学病院に紹介されます。シェルターは基本

有数の最新式動物収容施設とケア機能を備え

的に“no—kill”(殺さない方針)をとるものの、健

ています。新しい施設は、5年前、旧東ドイツ内の

康、QOL(生活の質)、問題行動などの理由から安

16ヘクタールの土地に建てられました。建物の

楽死を認めています。
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ベルリン アニマル ホームの起源は、1841年
までさかのぼることができます。創立して166年

コンセプトとデザイン、材質ともに超モダンで、
とりわけ、各廊下と部屋を覆う屋根がガラス張り

シェルターはスタッフ100名を雇用しており、そ

で、
自然光を採り入れた点が印象的です。敷地全

の運営コストは、1日あたり、1万ユーロ
（約160万

体に芝生と樹木を植え、建物群の周囲には池を

円）
。建設費と運営費は、すべて、企業と個人から

配して、美しい景観を見せています。私どもが見

の寄付、及び、遺贈財産によってまかなわれま

学にあてた２〜3時間では施設全体をまわりき

す。敷地内には、
よく整備された広大な墓地もあ

れないほどでした。

れば、
「迷子動物取扱所」
とか、
（座席数400の）
レ
クチャーホールなども完備しています。

ホームは年間約1万頭の動物を迎えます。
獣医の
診察を受けに来るペットと、飼い主がシェルター
に引き渡すために持ち込む動物です。収容動物
の7割が新しい家庭に引き取られます。ベルリン

特に印象的なのは、猫舎で、それぞれの猫は、
（
昇り降りできる）
タワーや
「止まり木」
、
ハンモック、
（身を隠せる）ボックス、玩具、バスケット、
（木屑

には野良犬はいないものの、野良猫は推定4万

を使った）
トイレなどを備えた部屋に出入り自由

から10万匹いるとのこと——今回私どもが滞在

で、丸太と
「爪とぎ柱」を配した屋外運動場もあ

した4日間には1匹も目にしませんでしたが。ホ

り、
しかも、すべて床暖房つきという豪華なもの。

ームでは（野良猫を捕獲し、不妊手術をした後、

各ハウスは、2匹収容の場合もあるものの、たい

元の場所に戻す）TNR計画を実施しています。ベ

ていは個室。部屋の仕切りはガラスで、
「お隣さ

ルリンでは、
（マイクロチップ装着を含む）犬の登

ん」
が見える構造です。
やはり、
至る所に自然光を

スペースと資力があれば、
動物の幸せのために、

録が法律で義務付けられています。
クリニックに

採り入れています。各室は清潔そのもので、悪臭

これほど素晴らしいものができるとは！——見

は獣医師と専門看護士が10名ずつ配属され、待

などありません。
ウサギとか犬なども、すべて、清

事な成功例を目のあたりにして、
日本から来た私

合室、放射線室、隔離室、待機部屋と手術室など

潔で明るく、
広々した施設に収容されています。

どもは溜息をつくばかりでした。



Amsterdam Shelter
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Susan Roberts/Susan Mercer

f you’re planning a trip to Amsterdam, schedule a visit to see the

able for re-homing. Feral cats are returned after neutering and recovery,

biggest animal shelter in the Netherlands. Dierenasiel amsterdam,

some maintained afterwards by callers and others by SAZ staff or vol-

Animal Shelter Amsterdam, has a large new facility on the outskirts of

unteers. Return occurs within a few days, in the case of males, and a

the city. The outside of the building is immediately recognisable from

week in the case of females.

its creative green striped tiles, but what’s inside is even more impressive. On the lower level, there are comfortable individual dog kennels,

If the cat is pregnant and can have the pregnancy safely terminated,

with large fenced open areas for the dogs to take turns running and

the surgery is completed immediately. In cases where the cat’s poor

playing in. Each area has a different kind of sculpture in the center for

health combine with a feral nature making recapture unlikely, the cat

the dogs to play on or around which also adds interesting focal points

may have to be euthanized to insure quality of life. This is often the case

for visitors.

with feral cats who test positive for FIV. Feral kittens, which cannot be
returned, are actively socialised by Sonja. An experienced volunteer,

The upper level contains indoor/outdoor areas for cats, and the cir-

Sonja uses freshly cooked fish, toys and skills she learnt from an animal

cular balcony provides a good view of the open dog areas below. Cats

behaviorist, to give these kittens a

have large individual cages and regular access to an open air play area.

chance for a home with a loving adoptive family.
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Re-homing of cats is common, with most adoptable cats remaining in
the shelter for less than a month. There are currently 33 paid staff and

It is thought that between 70 and 80% of household pets in the Nether-

50 volunteers, caring regularly for 120 dogs and 200 cats. The shelter’s

lands are routinely neutered. This, along with a caring public and strong

full capacity is 650, but they will need more paid staff if they fill more

government funded welfare agencies, makes the sight of desperate

areas.

homeless animals a rare occurrence. Animal lovers will delight in walking around Amsterdam, as there are many beautiful well behaved dogs

The upper level also contains the offices of SAZ, Stichting Amster-

strolling with their owners and well cared for cats sitting in the house

damse Zwerfkatten, Amsterdam’s foundation for stray cats. SAZ works

windows.

hand in hand with the shelter by halting the reproduction of unwanted
cats through TNR. Both groups are mostly government funded, SAZ

When planning your trip, we highly recommend booking your stay at

receiving 40,000 EU this past year. With only one paid staff member,

Karen and Paul’s B&B (www.bedandbreakfastamsterdam.net), a cou-

4 subsidised staff, and 6 volunteers, they are able to trap and neuter

ple who regularly support SAZ. On our recent stay we found the rooms

around 600 cats per year. They are currently caring for 30 cats in their

beautiful, reasonably priced, full of amenities, and spotlessly clean. The

area of the building, some of which will be returned to original loca-

location is convenient and attractively located on a canal near the Von-

tions, and others eventually re-homed through the shelter.

delpark, a great area for viewing dogs out for their walks. To schedule
your shelter tour, contact Linda Broersen <lmbroersen@dds.nl>.

Most Amsterdamers are fond of animals, and will call welfare agencies
when they see an animal that appears to need help. In fact, in emergency situations, a government funded animal ambulance can be called in
for assistance. People who call SAZ are usually seeking assistance for
cats that are thought to be homeless, and callers are first instructed to
check that the animal in question is really a stray. After that, they are
advised and assisted according to the level of priority, with mothers
and kittens coming first, and uncastrated males next. Once it has been
determined that the cat does not belong to anyone, a volunteer may go
out to trap or pick up the cat.
Cats that are assessed as adoptable will be neutered and made avail-



アムステルダム
---- 必見のアニマルシ
Amsterdam Shelter
(Japanese)ェルター
また、階上の一画には、SAZ(Stichting
Amsterdamse Zwerfkatten)と呼ばれる野良
猫保護施設の部屋もあります。SAZはシェルタ

ーと協力して、
（野良猫を捕えて不妊手術をした

後、元に戻す）TNRにより、不要な繁殖を抑える
活動をしています。両団体ともに、主として政府

に財源を頼っており、SAZはこの１年間に４万ユ
ーロの助成金を受けました。有給職員１名と、補

助金を受給しているスタッフ４名、
それに、
６名の

ボランティアとで、年間、約600匹の猫を捕えて

不妊手術を実施しています。彼らは、現在、建物

ムステルダムに行かれる方があれば、
オラン
ダ最大の動物保護施設を是非訪ねたいも

の。Dierenasiel Amsterdam（アニマル シェルタ
ー アムステルダム）
は、市の郊外に建つ大きな新

しい施設で、緑のタイルを縦縞に配した奇抜な外

す。猫たちは元の場所に戻されるか、
シェルター
を通してリホーミングされるのです。

アムステルダム市民には動物好きが多く、助け

の必要な動物を見かけると福祉当局に連絡しま

観の建物ですが、
内部はさらに印象的です。階下に

す。緊急時には、国が資金を出している
「動物救

数個所あって、犬が自由に走ったり遊んだりできま

ームレス”らしい猫を見かけた市民がSAZに保護

は快適な犬舎が並び、柵囲いの広い運動エリアも

上、極端に野生化して矯正できないと判断され

た猫は、
QOL
（生活の質）保証のため安楽死を

検討することもあります。FIV（ネコ免疫不全ウ

イルス）陽性反応を示す野良猫は、概して、
この

例にあたります。子猫の場合、元の場所に戻せな

いため、
「社会化」
しようとソーニャが奮闘してい

ます。
ボランティアとして経験を積んだソーニャ

は、新鮮な魚で作った餌とオモチャを与え、動物
行動学専門家から学んだ技術を活用して、子猫

がやさしい里親にめぐり合うチャンスを広げよう

と必死です。

オランダの家庭で飼育されるペットの７〜８割

がきちんと不妊／去勢手術を受けています。
こう

して、大衆の意識の高さと、公的資金で避妊の推
進を図る福祉当局の努力とが相まって、悲惨な

野良犬／猫の姿を町から消すことに成功したの

です。動物好きの人がアムステルダムを訪れたな

急車」
を呼んで助けを求めることもできます。“ホ

ら、主人とお行儀よく散歩するきれいな犬や、家

す。各エリアには中央に異なった彫刻が置かれ、犬

を要請すると、
まず、
それが本当に野良猫かどう

しませてくれるはずです。

も、来訪者の注意を引きます。

じた助言と、必要なら助けを受けます——優先

が上に乗ったり周辺で遊べるようになっているの

か、確認を求められます。
それから、優先度に応

順位第１位は母猫と子猫で、去勢していないオ

ス猫がその次だそうです。持ち主不明であると確

の住居はゆったりした個別のケージで、
そこから屋

えるか、手で拾い上げます。
「里子」
に出せると判

ますが、“人気者”は入所してひと月以内に新しい家

備えることになります。野良猫は手術後の回復を

外の遊び場に出られます。猫は希望者に譲渡され

庭に引き取られたりします。現在、33名の有給スタ

ッフと50名のボランティアが120頭の犬と200匹の
猫を世話しています。
シェルターは650頭まで収容

できるものの、
これ以上動物を受け入れると、有給
職員の数を増やさなければなりません。

Marilyn's
yaki

定すれば、
ボランティアが出向いて猫をワナで捕
定された猫は不妊手術を受け、
リホーミングに

待って元に戻されますが、
その後も、SAZのスタ

ッフかボランティアが現地を訪れて世話を続け
ることもあります。元の場所には、
オス猫なら手

術の数日後、
メス猫の場合は１週間後に戻しま

す。
もしも、猫が妊娠していて安全に中絶できる

Okonomi-

アムステルダム旅行を計画される方におすす

したいのが“Karen and Paul’s B&B”(www.

bedandbreakfastamsterdam.net)——SAZを
支援しているご夫妻がオーナーのB&Bです。私

どもは最近ここに滞在しましたが、清潔で美しい
部屋、快適で感じのいい設備、
しかも、値段もリ

ーズナブル。Vondelpark（フォンデル公園）
そば

の運河沿いにあり、散歩を楽しむ犬の姿も眺め

られる絶好の宿です。

動物シェルター見学を希望される方は、Linda
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階上は屋内外に広がる
「猫エリア」
で、
円形バルコ

ニーからは下の
「犬エリア」
が見渡せる構造です。猫

々の窓辺にすわる毛並みの良い猫の姿が目を楽
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ア

内に確保した場所で30匹の猫の面倒を見ていま

ようなら、直ちに手術をします。健康問題がある

Broersen＜lmbroersen@dds.nl＞までご連絡
ください。

open :
lunch :11am - 2 pm

Named after their Corgi named,

dinner: 5 - 10 pm

‘MARILYN’ who they adopted from

closed wednesdays

ARK, Mr and Mrs      have opened

7-1-12 Minami Hon-

an okinomiyaki restaurant in Itami.

machi,

Please go and sample their deli-

Itami-shi, Hyogo

cious okinomiyaki and meet the

Tel: 072-783-5907

star dog, Marilyn

off Sangyo-dori

.

マリリンのお好み焼き屋さん
アークから巣立ったコーギーの「マリリン」から名付けら

お好み焼き
「茉莉凛」

れたお好み焼き屋さんが尼崎にオープンしました！お好

営業時間： ランチ 11時〜14時      ディナー 17時〜22時

み焼きの味をお試しに、そして看板犬マリリンに会いに、

定休日： 水曜日

ぜひ行ってみて下さい。

住所： 伊丹市南本町7-1-12

電話： 072-783-5907

※産業道路沿い西側です。



A VOICE FOR ANIMALS
WINTER 2007


レイキ
Reiki

にわたるアジアでの生活を終え、3人の子供たち

挿入も済ませました。あの子は、
どの猫よりも勇

は親元を離れて大学生活を送っている今、夫と

敢で、
おりこうだったんですよ。

私たちが愛らしい猫「レモン」をいただいて

私は故国へ帰ろうとしています。間もなく、
レイキ

から１年以上たちました。今では、
「レイキ」
と

はスイスまで「ひとり旅」
をして、
あの国の「住民」

レイキは新参ながら、すでに、愛すべき家族の

名前を改めた彼は、私たちの宝物であり、か

になるわけです。すでに狂犬病予防注射を接種

一員。私たちの気分を明るくし、心配事があれ

わいくて、気のやさしい「家族」です。 23年

し、
スイスの新しい法律に従ってマイクロチップ

ば慰めてくれます。必要なときはきっぱりと意

セシー Sessy

お散歩に行く時は大変喜び、庭を駆け回り、なか

なかハーネスを装着できないくらい元気です。

ハナとヒジキ
Hana and Hijiki
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シャーベット
（クク）＆ライアン
Sherbet (Kuku) & Ryan
アークでは他の猫が苦手だった２匹が、
こんな
に仲良く幸せに暮らしています！

ミヨ Miyo

ぺぺ（みつば）
Pepe (Mitsuba)
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フク Fuku



大規模＆その他レスキュー お礼と報告

Large Scale Rescue

I

n our ARK newsletter 66, we reported on the rescue of 15 dogs

アークニュースレター66号でご協力を呼びかけました、
「アーク前に捨てら

from Nishiwaki, as well as 20 small dogs abandoned at ARK and

れた小型犬ミックス20匹」
「ダンボールに入れられて捨てられていた子犬

a box of seven puppies also dumped at ARK. At that time we ap-

7匹」
「西脇市の犬15匹」に関するお礼と嬉しいご報告を以下にさせていた

pealed for funds to cover medical and neutering costs to be put

だきます。

in our ‘Large Scale Rescue Fund.’ . We would like to thank all the
individuals and families who have donated money to this Fund in

なお、
「小型ミックス」
と
「西脇市の犬」の不妊去勢手術および治療にかかっ

order to help these animals. Our report on how your money was

た費用は、
大規模レスキュー基金から使わせていただきました。
ご協力いた

spent, follows below.

だきました方々に、
心から御礼申し上げます。

Large Scale Rescue, Small Dogs
dumped at ARK

「アーク前に捨てられた小型犬ミックス20匹」
20匹全てもらわれました！
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All 20 dogs were adopted !

ほとんどの子達はフレンドリーでしたが、中には

Most of them are friendly but some are shy

臆病な子達も数匹おり、里親さん、特に男性にな

and it took a while for them to trust people

かなか心を開かない子もいました。そんな子達

again but their new owners understand their

の性格を理解し、根気強く接してくださった里親

sad background and treat them with gentle-

さんに心より感謝申し上げます。

ness and patience.

不妊去勢手術およびその他治療にかかった費用

Neutering and other medical costs: ¥341,675

Nishiwaki Dogs

341,675円

「西脇市の犬15匹」

A single guy kept one or two dogs and didn’t

不妊去勢手術を怠ったために増えてしまい、
アー

neuter them, resulting in less than a year, 17

クで引き取ることになった西脇市の犬15匹は、
こ

dogs. We have found new homes for nine

れまでに、○匹もらわれましたが、
まだ○匹残っ

dogs but six dogs are still at ARK looking for

ています。
（2007年11月○日現在）

WINTER 2007

a new home. (as of November 4th 2007).
この子たちもまだ里親募集中ですので、
この子
They are slightly shy at first but will love you if

たちに関心のある方は、
アーク事務局までお問

you spend time with them Please give them a

い合わせください。
どの子もちょっと小ぶりで、少

second chance!

々シャイな面がありますが、一度心を開くと体一

Donations: Total amount donated for Nishi-

杯で甘えてくる子達です。
どうかこの子達にも、
セ

waki dogs: ¥528,000

カンドチャンスをあげて下さい！

Expenses: Transportation fees (highway):

収 入：西 脇 市 の 犬 に寄 せられ た 寄 付 金

¥6,900

528,000円

  

Spay/neutering & medical costs: ¥212,489
Total: ¥219,489

支 出：交 通 費（レスキュー高 速 代）

Surplus: ¥528,000 - 219,489 = ¥308,611

6,900円

*The surplus (¥308,611) will be used for other rescues.

不妊去勢手術、
医療費

212,489円

支出合計 		

219,489円

  

余剰金 (528,000 - 219,489) = 	 308,611円
＊今回の余剰金（308,611円）は、
今後のレスキュー活動
に使用させていただきます。

7 pups dumped at ARK

「ダンボールに入れられて捨てられていた子犬

One day, ARK staff found 7 pups in a card-

7匹」

board box. They all had large droopy ears,

ある朝、
スタッフがアークにくるとダンボールに

looked like plot hound mixes and all very cute

生後約2ヶ月の子犬たちが7匹捨てられていまし

and energetic. Finally, the last one, Finesse,

た。
皆大きな垂れ耳をもつ猟に使われるプロット

has been adopted!

ハウンドのミックスと思われる子達です。
どの子
もとっても元気いっぱいのかわいい子達でした。
そしてついに先日、最後のフィネッセちゃんがも
らわれて行きました! 写真＆コメント：チャイム
（
ゴム男）
、
ニム、
バンバー、
フィネッセ、
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Magdeline マグドリーヌ
（マグちゃん）

& Alto アルト

We wanted to let you know that Alto is settling very well into our home, and

Hello! Just an update on Magu chan. She’s fine, happy
and healthy. She does bark a bit now and then but not

enough for it to be a problem. Having quickly found the
with her head on a pillow, I wonder if she lived indoors

before. Yesterday we took her to Konan Alps, near Seta
and went for a walk in the hills, a good time was had by

he seems to have learned his new name and responds to it. He is great with

the children and is very affectionate. Our thanks to whoever must have house-

trained him - it has made the transition so much easier than anticipated! We have
attached pictures of Kobe, playing in our garden.

We commend you and your volunteers on the work you are doing at ARK. Thank
you for helping us to find a suitable pet for our family.

all !

アルトは我が家にすっかり慣れ、
みんなと仲良く過ごしています。私たちはあの子を
「コ

は、
元気いっぱい、
幸せな毎日を送っています。
時たま少し吠え

ちには申し分のない態度で、
やさしく接してくれます。
しつけをきちんとしてくださった方

ようになり、
ベッドに跳び乗って、頭を枕に埋めて寝るのがお

をご覧ください。

皆様、
こんにちは。
マグちゃんの近況をお知らせします。彼女

ても、問題になるほどではありません。
たちまち2階に上がれる
気に入り。以前にも室内で暮らしていたのでしょう。昨日は、
（

滋賀県）瀬田近くの湖南アルプスに出かけ、
みんなで山歩きを
楽しみました。

ーベ」
と呼んでいますが、彼はもう新しい名前をおぼえて、
ちゃんと反応します。子供た

に感謝します——おかげで、移動も案外楽にできました。庭で遊んでいるコーベの写真

エリザベスさんとボランティアの皆様がアークで続けている活動は素晴らしいもので

す。私たち家族にぴったりのペットをお世話くださって、
ありがとうございました。

レッドロッキーとタイショウ

レッド・ロッキーは、
コムと一緒に、

Red Rocky was rescued from

ある建設資材置き場で保護されま

a construction yard with Kom.

した。2頭とも、全身に酸剤か火傷

Both had severe scars over their

によると思われるひどい傷があり

bodies, probably caused by acid

ました。かわいそうに、
コムは１年

or a fire. Sadly Kom died of filaria

もたたずにフィラリアで死亡しまし

within a year but Red Rocky be-

た。けれどもレッド・ロッキーの方

came a popular sponsor dog at

は、アークのスポンサー犬として「

ARK. Although most of his hair

人気者」になりました。体毛はほぼ

grew back he remained disfig-

元通りにはえそろいましたが、容貌

ured so nobody really wanted to

に難があるため、 なかなか里親が

adopt him. Nagahama san who

見つかりません。
その彼もとうとう、

many of you will remember as

長濱さんの家庭に入ることになっ

the person who took in Jaspar

たのです。
おぼえておられる方も多いでしょう——

長濱さんは高齢の

the aged Pointer and nursed him through his last years, decided to

猟犬・ジャスパーを引き取って、最期まで手厚く面倒を見てくださった女

adopt Red Rocky. We were sad to lose him but delighted that he

性です。
レッド・ロッキーと別れるのはつらいことでしたが、
ようやく彼が

had at last found a loving home where he would receive the best

愛情あふれる飼い主に出会い、最高のケアを受けられるのは実に喜ば

care any dog could. That was two years ago.
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Red Rocky and Taisho					
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way upstairs she hops up on a bed and cuddles down

we are enjoying him immensely. We have renamed him ‘Kobe’, and already

しいことでした。
Sadly Rocky collapsed on a walk this September and died of heart
残念なことに、
今年９月、
レッド・ロッキーは散歩中に倒れました。
そして

failure shortly after, despite efforts to save him. He died exactly ten

手当のかいもなく、
まもまく息をひきとりました。心不全でした。
レッド・

years to the day he first came to ARK. He was 16. We thank Naga-

ロッキーが死んだのは、彼が初めてアークに来た日から数えて、
ちょうう

hama san for giving him a wonderful home and we will remember

ど１０年目の日。１６歳でした。彼にすばらしい家を与えてくれた長濱

him as a truly brave and memorable dog.

さんには、心から感謝します。私たちは、ほんとうに勇気ある犬だったレ
ッド・ロッキーのことを忘れないでしょう。

She has now taken Taisho, another old dog into her home.

そして今、長濱さんは「タイショウ」
という老犬（写真右）
を、迎え入れてく
れています。
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アークのCharity Party 大盛況——東京のFujimamasで
9月、東京の「フジママズ」
で、

フジママズは多くのコミュニティグループを支援しています。詳しい情報に

アークの一大イベントが開

ついては、
ウエブサイトのcommunity pageをごらんください；

催されました。東京で開いた

www.fujimamas.com

初の大規模チャリティーパ
ーティーはたいへんな盛会

A VOICE FOR ANIMALS
WINTER 2007
12

（ローレン・シャノン）

でした。サポーターの皆様、

What a Lot of Fun!

ありがとうございました。日

In September, ARKi threw a big event at Fujimamas in Tokyo. It was

本で虐待を受けたり、遺棄さ

their first large scale fundraising party in Tokyo and by all accounts it

れた動物を支援しようと約

was a terrific success. Thanks go to all the ARK supporters, some 130

130名もの方たちが集まり、

of them- who came out to celebrate and raise funds to deal with the

一夜を楽しみました。

animal cruelty and abandoned animals in Japan.

Orca International
（オルカイ

Thanks also go to Orca International for sponsoring the welcome drink

ンターナショナル）さんにも

of sparkling wine which helped get the party off to a great start! Our

お礼を申し上げます。
ご寄贈いただいたスパークリングワインは、
ウエルカ

Fujimamas team worked hard for the event and the guests seemed to

ムドリンクとしてオープニングを盛り上げてくれました。

really enjoy the food and beverage. It was a lovely night! And we hope
to sponsor this event for ARK every year.

私どもフジママズチームは会の成功を願って一生懸命つとめましたが、
ご
出席のお客様には食べ物とドリンクを大いに楽しんでいただけたでしょう

For information on many other community groups that Fujimamas sup-

か。
実に素晴らしいパーティーでした。
私どもは、
アークのチャリティーイベン

ports go to our community page on our website.www.fujimamas.com

トに毎年協力したいと思っています。

Lauren Shannon

Reunion Party 2007 							

アーク同窓会

ARK’s annual reunion party was held at a different venue this year, a

恒例のアーク同窓会、今年は会場を変更して西宮市北部のドッグパークで

dog park north of Nishinomiya city. Due to the large number of people

行ないました。
希望者多数のため10月13、
14日に分かれての開催でしたが、

who wanted to come, we had to divide the event into two days,13/14

幸い両日とも好天に恵まれ、合計47頭の犬と飼い主さんたちが集いを楽し

October. Fortunately the weather was perfect and altogether 47 dogs

みました。講師をつとめてくださった津田先生に心からお礼を申し上げま

and their owners joined in the two days of fun. Our thanks go to Tsuda

す。先生からは、基礎訓練についての有意義なお話と、飼い主さんの質問に

sensei who gave a talk on basic training and who was on hand to an-

親しく答えていただきました。

swer owner’s questions about their dog.

C
夫婦

猫も犬もお年寄りの良いお友達になれる——面倒をみるヒマは
たっぷりあるから。
じゃあ、
お年寄りはみんな動物好きか・・・という
と、
そんなことないよね。猫の目から見ると、
日本の家はまさに遊び
場天国——タタミは
「つめとぎ」
に最高だし、
紙のフスマやショウジ
もみりょく的。和風タンスは上にのったり
「かくれんぼ」
にうってつ
け。床の間の芸術、
イケバナもたちまちメチャクチャ。
きれいな和室
を台なしにされても、
オバアサンは平気だろうか。

流行の移り変わりは早い。
ある種の犬がアークに来はじめたら、
ブ
ームが去った証拠。
ハスキー、
シェルティ、
ビーグル、
ゴールデンレ
トリーバー、
ブラックラブラドール、
チワワ・・・・・・など、次々とはや
っては、
また、消えてった。今は、
ミニダックスフント、ボーダーコリ
ー、
コーギー、
フレンチブルドッグの番だ。
アークに行く道のバス停
に箱に入って捨てられてたのも、そんな犬。近所の人によると、前
の晩から置いてあったとか。
バブルと名づけられたその子は、
アー
クに来たころはすごくこわがってた——あんなにつらい思いをし
たから仕方がないけど。
でも、今じゃ、
すっかり落ち着いて、
みんな
と仲良し。飼い主が捨てたのは、首の「ひふアレルギー」のせいか
な。
それとも、大ブームのアプリコットプードルに
「心変わり」
したか
ら？

And grannies, with the best will in the world, are slow
moving so that a cat or kitten will seize its chance to escape
once a door or window is open, before grannie realizes it
has gone. Even a staid older cat can move rapidly when
it wants to. ARK staff recommend that if they do want a
kitten, it is better to have two so that they can keep each
other company when the couple are out and better to
give them their own room out of grannie’s reach. Couple
leave empty-handed but a lot wiser. Perhaps a python
might make a better pet for them; only needs feeding
occasionally, is slow moving and sleeps most of the time.
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お年寄りはどんなにがんばっても、動作がのろいから・・・スキあら
ば開いたドアや窓から逃げようとチャンスをうかがう猫にすれば「
しめた」
もの——オバアサンが
「あっ！」
と思ったときは、
もう逃げた
あと。落ち着いたおとなの猫だって、
その気になればすばやく動け
る。
アークスタッフの
「おすすめ」
は、子猫がほしいのなら2匹飼うこ
と——夫婦の留守中、
いっしょに遊べるからね。
「猫部屋」
を用意
して、
オバアサンは近づけないこと。
けっきょく、夫婦は手ぶらで帰
ったけど・・・・・・やれやれ。彼らのペットはニシキヘビのほうが向い
てるんじゃない。
エサはたまにやるだけでいいし、動きもおそいし、
寝てばっかりだもの。

Cats and dogs make excellent companions for elderly
people,who have time on their hands to look after them.
But do all elderly people like animals ? Not necessarily so.
Japanese houses are paradises of play from a cat’s point
of view; lovely tatami mats, ideal for sharpening claws
on, likewise paper doors, fusuma or shoji, and traditional
Japanese chests, tansu, are great for getting up on or hiding
behind. And that perfectly balanced ikebana arrangement in
the alcove would soon be in disarray. Will grannie accept
that her pristine Japanese room may be vandalized ?

A VOICE FOR ANIMALS

がアークにやって来て、猫がほしいと言う。人はよさ
そうだけど、
どうして猫を飼いたいのか、
いっしょに
暮らすとどうなるのか——なにも考えてない。共働きで、家にはオ
バアサンがいる。本人が来てないのでわかんないけど、
オバアサン
に猫が扱えるのかな——とくに
「いたずら子猫」なんか。家にいて
猫と過ごす時間が多いのはオバアサンだから、
アークとしてはどう
しても彼女に会う必要がある。夫婦はおそく帰ってくるや、
夕飯の
したくで忙しく、猫とふれあうヒマなんかない。朝も同じこと——
大急ぎでごはんをかきこんで仕事に出かけるだけ。

ouple come to ARK wanting to adopt a kitten. Nice
people but really haven’t thought much about why
they want a cat or how a cat will affect their lives. Both
are working but they have a grannie in the house. They
haven’t brought grannie with them and they aren’t sure
how she will handle a cat, let alone a lively kitten. Since
grannie is the person in the house who will interact with the
kitten/cat most of the time, it is essential we meet her. The
couple coming home late, and busy with preparing supper,
have no real time to spend with a cat. In the morning, the
same pattern, gobble down breakfast then rush off to work.

Fashions are forever changing. When certain breeds start
coming to ARK, we know that fashion is on the way out.
We’ve seen Huskies, Shelties, Beagles, Golden Retrievers,
black Labradors, Chihuahaus, come and go. Now it’s the
turn of mini-dachunds, Border Collies, corgis and French
bulldogs. One of the latter got dumped in a case by the bus
stop on the way upto ARK. Neighbours said she had been
there since the previous night. Named Bubble she was
very nervous at first, not surprisingly with that miserable
experience, but now she’s settled in and is becoming very
sociable. She has a skin allergy on her neck so maybe
that’s why she got thrown away, or was it because her
owners fell for an apricot poodle which is now all the rage.
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ドロテア・フリッツ——行動するイタリアの獣医師
Dorothea Fritz, originally from Germany, is the founder and President of Lega Pro Animale, in the Province of Caserta near Naples. She is an incredibly energetic person,
organizing conferences and seminars, running education programmes and herself appearing on a TV show called ‘Pet Hospital,’ besides her regular veterinary work. Since
1986 she and four staff vets have spayed and neutered around 40,000 animals. They travel around Italy with a mobile clinic doing TNR. She came to Berlin conference,
having driven the mobile clinic up from Italy. They also run a shelter for animals that cannot be returned to the street. Vets come to her clinic from overseas to get training
in the latest spay/ neuter techniques. She is living proof that ‘one person, ‘ really can make a ‘difference.’
web site: tiscakli.it/legaproanimale

ドロテア・フリッツはドイツ出身の獣医師ですが、(イタリア)ナポリ近くのカセルタ地方にあるLega Pro Animaleの創設者であり、会長をつとめています。非常

に活動的な女性で、獣医としての本業以外に、会議やセミナーの企画、教育番組の放送、
さらには、
「ペットホスピタル」
というテレビ番組に自ら出演もしていま

す。彼女と4人の獣医師仲間は、1986年以来、約４万頭もの動物に不妊去勢手術を行なってきました。彼らは
「移動クリニック」
でイタリア中を巡回しながら、

TNR活動を実施しています。今回、
ベルリンでの会議出席のため、彼女はイタリアから
「クリニック車」
を運転してやって来ました。
また、彼らは“元の地区に戻せ

ない”動物用にシェルターも経営しています。彼女の診療所には海外から多くの獣医師が訪れ、最新式不妊去勢テクニックの訓練を受けています。
フリッツ女

A VOICE FOR ANIMALS

史こそ、
「ひとりの力が重要な変化をもたらす」
ことを
「身をもって証明した」稀有な活動家です。

ウエブサイト：tiscakli.it/legaproanimale
（94年不妊手術プログラム開始）

How effective is TNR?
If you are trying to convince your local

TNRには、
どれだけの効果があるのでしょう？

government to subsidize TNR in your area,

もしあなたがTNRをするための助成金を地方自治に申

years of program

take this case study with you! The book

請しようとお考えならば、
この研究事例を使ってくださ

(プロジェクト開始の初めの5年間で州全体の安楽死率

can also be ordered from Dorothea Fritz’s

い！この本は、
ドロシー・フライズさんのウェブサイトか

が58％低下)

website:www.fondazionemondoanimale.

ら注文することもできます。

com/veroeffentGB.html
研究事例1－アメリカ、
ニューハンプシャー州。
Case Study － New Hampshire, USA.
人間1000人に対して動物の安楽死率は、避妊去勢プロ
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The animal euthanasia rate per 1,000 human

ジェクト開始前までは、高水準を保っていました。最近

residents remained at a steady high level for

の7年間では、一年間に、平均して人間1000人につき

the years prior to the commencement of

9匹の動物が、

the spay and neuter project. On average 9

安楽死を施されていました。避妊/去勢プログラムは、

animals per 1,000 inhabitants per annum

1994年に始まりました。所有者は、ペットに10USドルで

were put-down during the previous seven

不妊手術をする機会を与えられました。
プログラムに参

years. The spay/neuter program started in

加している獣医師は、彼らの通常料金の80パーセント

1994. Owners were given the opportunity

が保証されました。7年以内に、人間100人に対して安楽

to have their pets treated for $10. Vets

死率は、
一年で2.4匹に減りました。
結論は明白です。

participating

were

このプログラムの最初の6年間で、動物一匹の保護に

reimbursed 80 percent of their usual fees.

105USドルかかることから、
これらの動物を囲いの中に

Within 7 years the euthanasia rate reduced

入れて保護するために必要な300万USドルが節約でき

to 2.4 per 1,000 inhabitants per annum. The

たと推測されます。
プログラムのコストは、同じ期間で

conclusion is self-explanatory.

避妊/去勢プロジェクトのコストは、100万USドルを少し

in

the

programme

超える程度です。
このように、
ニューハンプシャー州の納
税者は、国から支給された殺菌プログラムのための助
Estimated savings on impounding and

成金の中から、
3.23USドルを貯めておきました。
**

sheltering these animals totaled $3,000,000

（*注：動物制御管理、
HSUS

US for the programme’s first six years,

（**注：N.H農務省;ジェフリー・ハンディー、動物管理：
『

2001及びSPAY/USA）

based on a per animal sheltering cost of

地方自治
（国際的な都市）
のためのガイド』
郡管理協会、

$105 US. The cost of the program was just

2002年2月）

over $ 1,000,000 US during this time. Thus,
New Hampshire taxpayers saved $3.23

●グラフ

US for every dollar the state spent on the

・N.H. SHELTERS ’89-’98

subsidized sterilization program. **

(ニューハンプシャー シェルター 89年～98年)

(* source: Animal Control Management,

・TOTAL EUTHANASIA

HSUS 2001 and SPAY/USA)

（全安楽死数）
・Neutering program begin in ‘94

14

・58％drop in statewide euthanasia rate in first five

International Conference on Human-Animal Interactions 2007
Kia ora tatau. He kotahi tatau te iwi ki nga kararehe. Kia ora tatau.”(Maori,
NZ)

I met a lot of Japanese groups and individuals who had set up tables at the
conference. They were working hard to battle their own government’s inhumane
Greetings – we are one people together for our animals – greetings

animal control system, and most definitely not giving up. Twenty meters away
the Ministry of Environment also had a booth. The groups I spoke to said the

This was the greeting given by Bob Kerridge, the CE of the Auckland SPCA

main problem they faced was that Ministry of Environment officials assigned to

in NZ, when he spoke at the feral cats workshop with Jenny Remfry at the

Animal Control change post every two years making it virtually impossible to

IAHAIO conference in Tokyo. As a New Zealander working at the Tokyo ARK

make any progress in changing the system.

office, I have the pleasure of meeting people from all over the world who have
rescued (and paid considerable vet bills), fostered animals or volunteered their

At dinner, I met a vet, employed by animal control, who had gone ahead and

time to help animals in Japan, so this greeting stayed in my mind throughout

made some changes herself. She has refused to use the gas system and instead

the conference.

has recruited volunteers (vet nurses and qualified dog trainers) to rehome both
adult dogs, cats, and kittens/puppies. Those she can’t rehome, she euthanizes
humanely. I can just imagine how hard she must have worked to achieve this.

abroad to train groups in TNR. For more information, see their website: www.

We’ll try to do a full story on her work for the next newsletter.

snip-international.org The speakers at the feral cat workshop provided data
on how much more effective TNR is than euthanasia for controlling stray cat

Briar Simpson, Tokyo ARK

populations.
Cat Statistics from Australasia!
1200 people from all over the world attended the conference held in Shinjuku.
It was the first time an IAHAIO conference was held in Asia, so it meant a lot
for Japan. Prince Akishino and Princess Kiko attended the welcome reception

25% of homes in Australia own cats

and I had a chance to briefly talk with the Prince and explain about ARK’s

51% of homes in New Zealand own cats

activities and I hope one day they will visit ARK and bring attention to ARK’s
activities.

韓国で動物保護法改正
動物保護に実績を持つ人材があたることになり

The new Korean Animal Protection Law which is

One of the most frustrating things for us

scheduled to go into effect in 2008, is a revised ver-

working in the field of animal welfare is that

sion of the 1991 which due to its vague interpreta-

although we receive many reports of cruelty

tions of animal cruelty, was impossible to enforce.

and witness really terrible cases, we are un-

The new law is very specific in defining cruelty and

able to help these animals unless the owner

there are harsher penalties for those who abuse ani-

voluntarily relinquishes them and asking the

mals.

police to help is, in every case, futile.

金を科せられます。

But one particular feature is the introduction of Ani-

This is taken from the summer newsletter of

これにより、韓国の動物保護監督官は、米国のア

mal Protection Wardens who will have the power to

IAKA, International Aid for Korean Animals.

survey abuse and seize animals from cruel owners.

For more details of the new Korean law please

These wardens who will be appointed by either the

go to IAKA’s website: koreananimals.org

ます。
すなわち、実際には、法の執行役が、動物、
及び、
その福祉関係に無知な一般警察の監督下

から、十分な経験と知識を持つ専門員へと移行

されるわけです。動物保護監督官の立入りを拒

んだり、業務を妨げようとする者は起訴され、罰
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NewKorean Law 							
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Jenny Remfry is a trustee of SNIP international, an organization that goes

ニマルポリスや、英国のRSPCA（王立動物虐待

防止協会）監督官と同等の地位を獲得します。
つ

まり、動物保護に関する限り、韓国は日本よりも
先進国だということ——日本には動物保護監督

Ministry of Agriculture or the governor/mayor of a

官もアニマルポリスもいないのですから。

local government, must have experience in animal
protection. This in fact means taking this role out of
the hands of the regular police, who know nothing
about animals and their welfare, and putting into into
the hands of those who have experience and concern for animals. People who try to refuse entry to or
impede the work of animal protection wardens will
be prosecuted and fined.

韓国で新動物保護法が成立し、2008年に施行

えるのは、虐待の報告を何件も受け取り、実際に

は動物虐待の解釈が不明確過ぎるなど実効性

自発的に所有権を放棄しない限り、私どもが動

体的に挙げ、違反者に対して罰則を強化する内

めても一切無駄であるという事実です。

される予定です。
これは、1991年制定の法律で
に問題があった点を改正して、
「 虐待」定義を具
容となっています。

This puts Korean Wardens on a par with the ‘Animal Police’ in the States and with Britain’s RSPCA
inspectors. It also puts Korea ahead of Japan in

terms of animal protection, since this country
has neither inspectors nor animal police.

動物福祉分野で働く私どもが最も無力感をおぼ

しかし、改正法に見られる最大の特徴は、虐待ケ
ースを調査して動物を残酷な飼い主から引き離

す権限を有する
「動物保護監督官」制度を導入

したことです。監督官は、国の農林部、
または地

方自治体の知事／市長により任命されますが、

数々の恐ろしいケースを目撃しながら、飼い主が
物を救出することはできないし、警察に助けを求

当記事は、IAKA（韓国の動物援助国際組織）
の
会報（夏号）
からとったものです。

改正動物保護法についての詳細は、IAKAのウ

エブサイトwww.koreananimals.org

でご覧いただけます。
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A/C Numbers
送金方法のご案内
郵便局 Post Office ：
●

Calling ARK?

●

ARK Office アーク事務局   

●

Open : 10:00〜17:00        072-737-0712（1885）
FAX: 随  072-737-1886
毎週火曜日は休苑日とさせて頂きます。
Office closed on TUESDAY

Visiting ARK?
A VOICE FOR ANIMALS

Open: アークの訪問時間
Adoptions :  里親希望: 10:00〜15:00
Visiting hours:  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。
please let us know when you are coming

ARK DIARY
			

７日 聴導犬協会によるトレーニング
２２日 「DogCiti」取材
９月

２日 区民センターにてオリバー講演会

WINTER 2007

５日 「たうんうぉっちんぐ」取材
１０日 大阪地方裁判所にて"アークエンジェルズ
に関する口頭弁論"
１９日 Fujimamasチャリティイベント
２３日 Magatamaにてオリバー対談
			

サンクチュアリファンド Sanctuary Fund

00970-9-58799  

大規模レスキュー Large Scale Rescue Fund

00970-2-267840

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

８月

４日 神戸グリーンドッグにて里親会

			

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

00900-0-151103

１０月

７日 神戸グリーンドッグにて里親会
１３＆１４日 アーク同窓会
１７日 大阪インターナショナルスクール来訪
２１日 神戸グローバルフェスティバル参加
２５日 大阪地方裁判所
２８日 フィールドノートチャリティイベント
３０日〜 オリバー"国際動物福祉会議"出席

アークをご支援下さる皆様方へ
通信にかかる費用を少しでも減らし、
その費用を
動物達の医療費や餌代として活用出来ないかと思
案しております。
いただいたご寄付に対する礼状を
不要とされる方は、
お手数ですが、
アーク事務局ま
でご連絡をお願い致します。
既にご協力下さっている皆様へは、
この場をお借り
して御礼申し上げます。
アークメンバーズクラブのご紹介
ARK Members Club
ダイアモンドパウ / Diamond Paw : ¥10,000/月
ルビーパウ / Ruby Paw : ¥5,000/月
サファイアパウ/ Sapphire Paw: ¥3,000/月
パールパウ/ Pearl Paw : ¥1,000/月
ファミリー会員 /Supporting member: ¥10,000/年
サポート会員 /Helping Hand member: ¥5,000/年
個人会員/Subscription member : ¥3,000/年
スポンサー制度 ARK Sponsors

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

ARKで必要とするもの

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

Tel: 072-737-0712 (1885)
Fax: 072-737-1886
******************************************
E-mail:
一般
グッズ販売用
Web site

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

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

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

Things we need
犬用：処方食(c/d, z/d, i/d, phコントロー
ル)、
ドライフード（メンテナンス、グロー
ス）、缶詰、
プレミアカラー、中型＆大型犬
用防寒着、マズル(Mサイズ,先のあるもの)
猫用：缶詰、子猫用缶詰、かつお節、
ドライ
フード、おもちゃ、処方食(w/d, phコント
ロール)、小さめのベッド、爪研ぎ

一般： 24hカイロ(貼らないタイプ)、45Lゴミ袋、新聞紙、ハイター、柄の長いほうき、
ブリキ
のバケツ、デッキブラシ、水切り用のゴムベラ、カット綿(4x4cm)、ガーゼ(15x15cm))、綿
棒、精製水、エリザベスカラー(3Lサイズ)、洗濯用洗剤(環境にやさしいもの)、布ガムテー
プ、ペットシーツ、ロール状のビニール袋(20x30cm位)、犬用包帯（ベトラップ）、キッチン
ペーパー、ティッシュぺーパー、
ミネラルウォーター、
ドッグフードの空袋（大）、遠赤外線
コタツ（赤くならないもの）、植木用刈込ハサミ、ブルーシート
（穴空き可）、
ミルミキサー、
バリカン、バリカンの替刃、ベビースケール(10g単位)、DVD-R、DVD-RW、
プリンターインク
（Canon iP6100D）、ワラ
（豚用）、8〜9kg用洗濯機
※上記以外のものをお送り頂く際は、
ご一報頂けますと助かります。

16

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 (1885)
Fax: 072-737-1886

Dog : z/d, dried senior/maintenance/growth
dog food, canned food, dried puppy milk
Cat: Dried maintenance/senior, canned food,
toilet sand, scratching boards, toys . katsuobushi, dried bonito flakes
Rabbit food
General: Premier Collars; S/M/L yard brushes,
metal buckets, cottonwool, disposable clinic
gloves, bleach, antiseptic soap for hands, washing powder, elasticated
vet wrap, large paper (food) bags (used OK), mineral water, pet sheets,
dog trimming scissors, tea tree oil spray, kitchen scissors , dog muzzles
m-size, tissue paper, toilet paper, blankets, packing tape, stainless food
bowls, 45l garbage bags, bedding plants for garden, rice straw for pig's
bed.
DVD-R discs, Printer ink for Canon iP6100D printer.

