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“ This soldier, I realized, must have had friends at home and in his
regiment; yet he lay there deserted by all except his dog. I looked on,
unmoved, at battles which decided the future of nations. Tearless, I
had given orders which brought death to thousands. Yet here I was
stirred, profoundly stirred, stirred to tears. And by what? By the grief
of one dog.”

「この兵士は故郷にも連隊にも友人がいたはず。
だが、
今、
倒れ果
てた彼を誰ひとり弔う者なく、
寄り添うは彼の愛犬のみ。
我輩は国
の将来を決する幾多の戦いを平然と見てきた。
何度も命令を下し
て幾千の死を招こうとも、
涙することはなかった。
しかし今、
我が
心は動揺し、
ひどく乱れ、
落涙を禁じ得ぬ。
何ゆえに？ あの哀れ
な犬のために」

Napoleon Bonaparte, on finding a dog beside the body of his dead
master, licking his face and howling, on a moonlit field after a battle.
Napoleon was haunted by this scene until his own death.

をなめ、
悲しげに吠え続ける1匹の犬。
ナポレオン・ボナパルトは、
おのれの

戦いの終わった月明かりの戦場で、
主人の亡骸
（なきがら）
を離れず、
その顔
死の瞬間までその光景を忘れなかった。



愛護とは？

愛

www.worldanimalday.org.uk
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飢え、
渇き、
栄養不足がないこと
不安とストレスがないこと
正常な行動を自由にとれること
痛み、
怪我、
病気がないこと
不快感がないこと

虐待とは、
打つ、
焼く、
残虐な方法で殺す、
飢えさせる、
水を与えない
などの加虐的行為だけではなく、
獣医による治療を受けさせない、
社
会性を身につけさせないなども含むことに注目すべきです。
ペットを異
常に太らせたというケースも罪に問われるのです。
（2007年、
英国でラ
スティというラブラドールの共同飼育者が同犬種の標準体重の２倍
にあたる74.2㎏にまでラスティを肥満させたという理由で告訴され、
その結果、
犬の所有権を奪われました。
別の事例では、
金魚を1匹飼っ
ていた家族が、
2週間の休暇中に餌を与えず金魚を餓死させたという
理由で告発されました。
）
動物の飼育基準はペットの種類別に規定されています。
たとえば、
猫の飼育基準は18ページにわたっています。
飼い主が基準に従わな
くても告発されるわけではありませんが、
有罪かどうかの判定資料に
飼育基準を使うこともあります。
ペット飼育に関する限り、
英国人は一
般に責任あるケアを心がけていますが、
新法は、
ペットの福祉につい
て理解も関心も持たない少数者に焦点を当てるものと言えます。
英国で動物福祉法の執行にあたる団体は、
1824年創立の世界
一有名な動物福祉組織RSPCA
（王立動物虐待防止協会）
です。
約
400名の
（アニマルポリスとも呼ばれる）
インスペクターは2年にわた
る厳しい訓練を受けた後、
虐待ケースの調査、
苛酷な境遇にある動物
の没収、
災難に陥った動物の救助などにあたります。
虐待事例を目撃
した人はRSPCAに通報します。
RSPCAに引き続き、
同様の動物福祉
法を持つ世界各国でSPCA
（動物虐待防止協会）
が誕生しました。
メ
アリー・アレンという少女のケースが1874年に明るみに出るまで、
米
国には児童虐待防止を目的とする法律も団体もなかったのは皮肉な
ことです。
養父母からひどい虐待を受けたメアリー・アレン事件は、
当
時児童虐待を扱う法律がなかったため、
動物保護法の下に起訴され
ました。
その後まもなく
（米国では1875年、
英国では1889年）
児童虐
待防止協会が設立されました。
つまり動物福祉法は児童福
祉法より50年以上も前に成立していたのです。
動物管理／愛護センターなどの動物を抑留する行政施
設、
飼い主のない動物を受け入れる民間シェルター、
それか
ら動物を救助して里親探しをする個人ボランティアなどの専
門家が、
ペット飼育者の指針にもなる基準を定めることが重
要です。
シェルターが福祉を無視した劣悪な状態で動物を
飼育するなら、
一般市民がペットの福祉に関して正しい意識
を持てるはずがありません。
また、
動物好きの人でも、
間違っ
た扱いをするケースがあります。
どこへでも抱っこで出かける
小型愛玩犬がその良い例でしょう。
リボンをつけ、
時には毛
染めをし、
爪はマニキュアでおしゃれ…… でも運動不足で
筋肉は衰え、
偏食のため歯には歯垢がびっしり、
シャンプー
し過ぎで皮膚と体毛から天然の脂分が失われていたり……
動物を愛するだけでは不十分です。
愛情とともに、
動物の
健康と幸福、
すなわち、
福祉を考えることが大切なのです。

W

hat is 'AIGO' and what does it mean when it is applied to animals ?

food to die, while they were away on holiday for two weeks)

Aigo translates into English as 'LOVE.' Aigo conjures up a perfect

Codes of conduct have been drawn up for different kinds of pets. For

world where everyone loves animals and treats them well. It also smacks

example the code of conduct for cats is 18 pages long. Although owners

of sentimentality like the comments you hear when people see a month old

cannot be prosecuted for not complying with the codes, the codes can be

puppy in a pet shop, " so cute! " they all say not realising where that puppy

used to assist in determining whether or not an offence has been commit-

came from, a miserable backyard puppy mill where dogs are churned out

ted. While most pet owners in the UK are responsible and caring, the new

like goods on a conveyor belt in a factory and where the mothers are im-

law is aimed at the few who do not understand or care about the welfare of

prisoned as breeding machines. Nor do they consider that the 'cute' puppy

their animals.

probably has many health and psychological problems. Nor do they see that

The animal law enforcement body is the RSPCA, founded in 1824,

the puppy is in a hot barren glass cage with no toys or playmates or water.

the most famous animal welfare organization in the world. It's inspectors

No, people are just swayed by the cuteness of the puppy in front of them.

( animal police) numbering nearly 400 are trained rigorously for two years

The word 'aigo' is both misused, over-used and in many cases quite the

and investigate cases of cruelty, seize animals from cruel situations, rescue

opposite for what it stands for. Whoever thought up the term 'doobutsu aigo

animals in distress. If we see any case of animal cruelty, we call the RSPCA.

centre' for a place which actually holds and kills animals using torture meth-

Following the RSPCA, SPCA animal welfare organisations sprang up in al-

ods ; slow, terrifying and painful ? Certainly no 'aigo' in these places. Before

most every country around the world with similar laws. It is ironic that until

we can even hope to achieve 'ago', we have to have welfare. Does welfare

the case of a child called Mary Ellen came to light in America in 1874, there

only apply to people; care for the sick and elderly, health of the population,

were no laws or societies for the prevention of cruelty to children. The case

child care ? It should and does also apply to animals. These days in Ja-

of Mary Ellen who was cruelly abused by her foster parents was prosecuted

pan, there is a lot of talk about assistance dogs, (guide dogs, hearing dogs,

under the animal welfare protection law since there was no law covering

and dogs for people wheelchair-bound ) and also therapy (another misused

cruelty to children at that time. Societies for prevention of cruelty to children

term) dogs. But these things are rather like the fruit on a tree. In order to get

soon sprang up, in America in 1875 and in Britain in 1889. So animal welfare

fruit you have to raise a healthy tree. In Britain it took 200 years, in America

laws preceded child welfare laws by more than 50 years.

100 years for us to raise a tree and finally we can get the fruit. In Japan it is

It is important that government facilities for holding animals like the kanri

as if everyone wants the fruit but nobody thinks about the tree. The tree is

centres (aigo centres), private shelters that take in homeless animals and

the tree of animal welfare.

individuals who are rescuing and rehoming animals, set standards for pet

Real animal welfare takes years to achieve and needs strong and en-

owners to follow. If animals in these places are kept in bad conditions with-

forceable laws and standards to bring this about. Even in the UK which has

out paying attention to their welfare, then we can hardly expect members of

a long history of animal welfare, laws and regulations are constantly evolv-

the general public to be concerned about the welfare of their own pets. We

ing and changing. The first animal protection law was passed in 1822. Be-

can 'love' animals but still treat them badly, like some of the lap dogs we see

fore 1822 there was a lot of cruelty to animals especially to horses which

being carried everywhere; ribbons in their hair, painted claws sometimes

were used for transport but from 1822 the situation slowly improved leading

dyed hair, yet deprived of exercise they have wasted muscles, due to a poor

to many other laws. There are now over 70 laws and up to recently, the 1911

diet their teeth are full of plaque and their skin and coat are devoid of natural

Animal Protection law was the law most used in the UK. However in 2007

oils due to too much shampooing. Loving animals by itself is not enough,

a New Animal Protection Law was passed and for the first time it became

we have to have to consider their health and well-being as well, in a word,

possible to prosecute for cruelty before it occurred. Previous cases of cru-

their welfare.

elty could only be prosecuted after they occurred. Prosecution will only be
brought on the basis of veterinary evidence, and after the owner has been
given a written warning and appropriate time to correct the problem.
Offenders can be banned from owning animals, fined up to 20,000 pounds
(5 million yen ) and/or sent to prison for a maximum 51 weeks. Children un-
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World Animal Day - a special opportunity
for anyone who loves animals

を経た後に初めて訴訟手続きをとります。
違反者は、
動物の再飼養禁
止、
2万ポンド
（約500万円）
以下の罰金、
または、
最高51週の懲役刑
を科せられます。
16歳以下の子供はペットの購入禁止。
飼育者はペッ
トに対する
「ケア義務」
を負います。
大部分のEU加盟国では、
ペットは
法令に明記された
「５つの自由」
を保証されています。

Elizabeth Oliver
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護とはどういう意味ですか？
「動物愛護」
とは何ですか？
「愛
護」
を英語で言うとLOVEです。
「愛護」
と唱えれば、
誰もが動物
を愛し、
適正に扱う理想的世界が生まれるとでも言うのでしょうか。
この言葉には、
また、
どこか感傷的なひびきもあります。
ペットショップ
で生後1か月の子犬を目にした人が必ず発する
「かわいい！」
という感
想と同様に。
人々は、
子犬がどこから来たかなど気にしません。
工場内
のベルトコンベアで運ばれてくる商品みたいに、
裏手にある悲惨な
「
パピーミル」
の中で子犬が大量生産され、
母犬は
「繁殖マシーン」
とし
て監禁されているなんて考えもしないのです。
「かわいい」
子犬が健康
上／心理的問題を多く抱えていることも、
遊び仲間やオモチャ、
水も
なく、
殺風景で暑苦しいガラスケース内に閉じ込められていることも
知りません。
人々の心を奪っているのは、
目の前にいる子犬のかわい
い姿だけなのです。
「愛護」
という言葉は誤用、
また、
多用され、
概して、
実際の意味とは
正反対に使われます。
現実には動物を抑留して、
ゆっくりと、
恐怖と苦
痛を与え、
むごい手段で殺す場所なのに、
一体誰が
「動物愛護センタ
ー」
と名づけたのですか？そこには
「愛護」
のかけらもありません。
そも
そも、
「愛護」
を実践するには、
それ以前に福祉が必要です。
福祉の対
象は人間だけでしょうか――健康福祉、
老人福祉、
国民福祉、
児童福
祉と言われるように。
本来、
福祉は動物にも適用すべきものです。
最
近、
日本では、
（盲導犬、
聴導犬、
介護犬などの）
補助犬が話題になっ
ています。
それから、
セラピー犬も（これも誤用ですが）
。
しかし、
これら
は木に実る果実です。
果実を得るには健康な樹木を栽培しなければ
なりません。
木を育てて果実を収穫するまでに、
英国では200年、
米
国では100年もかかりました。
誰もが果実をほしがるけれども、
木のこ
とを考える者は一人もいないのが日本の現実です。
それは動物福祉
という樹木です。
本当の動物福祉を実現するには年月がかかり、
強力で実効性のあ
る法律と基準が必要です。
動物福祉について長い歴史を持つ英国で
さえ、
法令や規則は絶えず改正され、
進化し続けています。
最初の動
物保護法が議会を通過したのは1822年。
それ以前は動物虐待が多
く、
特に、
輸送に使う馬の酷使例が顕著でしたが、
1822年以後、
事態
は徐々に改善され、
さらに多くの法律制定へと発展しました。
英国に
は現在70以上の関連法がありますが、
1911年の動物保護法が最近
まで主として使われていました。
しかし、
2007年に新動物保護法が
成立してからは、
実際に虐待が起きる前でも告発できるようになりま
した。
虐待の発生後にしか起訴できなかった以前の動物保護法に比
べて、
その点が大きな特徴です。
新法では、
獣医学上の客観的証拠に
基づいて当事者に問題点改善を求める書面を提出し、
一定猶予期間

What is 'AIGO' ?

エリザベス・オリバー

今年の国際コンパニオンアニマル福祉会議
(ICAWC 2010)はプラハにて開催!
2010年１１月９日から１１日まで。詳細はこちら↓↓↓
http://www.icawc.org/

der 16 may not buy a pet. Pet owners now have a 'duty of care.' towards their
pets. Pets now have FIVE FREEDOMS, as under most European laws;
Freedom from Hunger and Thirst
Freedom from Fear and Stress
Freedom to express Normal Behaviour
Freedom from Pain, Injury, Disease
Freedom from Discomfort
Note that cruelty is not just a positive act like beating, burning, killing by
brutal methods, starving or not giving water, it also includes depriving an
animal of veterinary treatment, depriving it of socialisation and even allowing it to become obese. (In 2007 in the UK, the joint owners of a Labrador
called Rusty were prosecuted for allowing the dog to reach 74.2 kg, double
the dog's natural weight. The dog was removed from the owners. In another
case, the owners of a goldfish were prosecuted for leaving the fish without

Interested in Animal Welfare??
Do not miss ICAWC 2010!

November 9th - 11th 2010, Prague, Czech Republic
For further information, visit http://www.icawc.org/



アーク・エンジェルズ事件について

林

広島ドッグパークの約５００頭の動物は、
水、
餌の給餌がされず、
狂
犬病などの予防接種もされず、
体力を失い、
病気に罹患している動物
が多数いた。
しかし、
林氏は、
保護すべき動物や愛護者、
獣医師への配
慮は極めて冷淡で、
短期間で動物を全て里親に出して、
作業を終了さ
せた。
動物の病気、
治療や健康の回復のための措置が必要だとの意
見があったがこれはおざなりにされ、
動物にとっての適切な里親の審
査などもなされたとは言えないような状況で里親に渡した。
膨大な寄
付金は、
動物のため、
愛護のために駆けつけた人、
獣医師には殆んど
使われず、
１億３０００万円ともそれ以上の額だとも言われた全国か
らの広島ドッグパークの動物を救うための寄付金の内、
使われたもの
は１千万円にも満たない額で、
それ以外は林氏は訴訟でも明らかにし
なかった。
動物愛護とは程遠いものであった。
アークエンジェルズは、
動物愛護よりも、
動物を利用した詐欺的な寄付金活動をしているとし
て大きな批判が続き、
訴訟も提起された。
寄付は、
寄付者の任意な気持ちであって、
寄付先に寄付金の使用
を委ねたものとも言える。
この点からすれば、
いかようの使用も寄付先
の自由と言うこととなる。
しかし、
寄付者からすれば一定の寄付を目的として呼びかけを受け
てこれに応じて寄付をしているときに、
これに使われずにその目的外
に使用されたときには欺されたということとになる。
動物愛護活動には寄付が伴うことが多いが、
このような詐欺(的)な
ボランティア活動への批判は少なくない。
林事件ないしアークエンジェルズ事件は、
このような詐欺(的)なボ
ランティア事件の典型例と言わざるを得ず、
このような活動を規制す
るための法制度が必要である。

Katsuhiro Ueda, Lawyer

r. Toshihiko Hayashi, without permission from ARK, claimed that his animal

mals and showing consideration towards to the animal supporters and veterinarians,

welfare organization “ARK-ANGELS,” established on October 1, 2005, was a

Mr. Hayashi treated them with indifference, sending out animals to foster homes and

sister organization to ARK. He started to conduct animal welfare activities under the

quickly terminated the rehoming process. Although there were opinions that sick

name “ARK-ANGELS.” Prior to this, Mr. Hayashi’s wife and several others had been

dogs should be nursed back to health before being allowed to be rehomed, those

conducting welfare activities as a group under the name “Dog Dream.” However,

opinions were ignored and it can be said that proper evaluation of foster homes was

“ARK-ANGELS” was the name originally used by Ms. Elizabeth Oliver, representa-

not conducted. The bulk of money accrued from donations was not used for the

tive of Animal Refuge Kansai (ARK), for an Animal Foster Home programme, it was

animals, nor for animal supporters or veterinarians. Donations collected from across

this same name which Mr. Hayashi used without permission.

Japan for the Hiroshima Dog Park case was said to total 130 million yen or more,

ARK filed a request for Mr. Hayashi to stop using this name, but when Mr. Hay-

of which less than 10 million yen is said to have been used to rescue the animals.

ashi did not comply, ARK filed a lawsuit against him to prevent him from using this

Although Mr. Hayashi did not disclose the amounts during the lawsuit, his actions

name. On April 23, 2009, the Osaka District Court ordered Mr. Hayashi to stop using

reveal he was far from supporting animal welfare.

the domain name of “ark-angels.jp” or display the name “ARK-ANGELS.” An appeal
was later filed with the Osaka High Court, but was dismissed on March 24, 2010.
Although the first ruling prohibited Mr. Hayashi from using the domain name of

Lawsuits were filed and tremendous criticism still continues against “ARK-ANGELS” which, rather than working for animal welfare, took advantage of animals to
carry out fraudulent donation-collecting activities instead.

“ark-angels.jp,” he sold this domain name online. ARK requested the business using

Donations are voluntarily given by those who wish to give and those who donate

this domain name to discontinue using this domain name, to which the business

entrust their donations to an organization. In this regard, it can be said that the or-

complied.

ganization that receives these donations has the freedom to use these funds freely.

When the Hiroshima Dog Park case occurred in 2007, Mr. Hayashi used the

However, from the donor’s perspective, if donations are collected with a specific

name “ARK-ANGELS” in Osaka and pleaded, on a nationwide scale, for support to

purpose in mind, but those funds are not used for that purpose, then there is a feeling

help these animals, many in pitiful condition. Through the use of the media he was

of being deceived.

as a result, able to amass huge donations. Many animal supporters and veterinar-

Donations often accompany animal welfare activities, and criticism against these

ians responded to these pleas for help and rushed from all over Japan to assist in

types of fraudulent volunteer activities is not uncommon.

rescuing the animals.
The over 500 animals at Hiroshima Dog Park had not been given water or food,
nor vaccinated against rabies and other diseases, and as a result of this neglect,

It can be said that these types of fraudulent volunteer activities, such as the
Hayashi /ARK-ANGELS case, are typical, and that a legal system to regulate these
fraudulent volunteer activities is necessary.

コチ物語

Kochi Story

コ

チは東京の石川アン＆シンさんがフォスターとして預かっていま
したが、
里親会のときに開いていたドアから逃げ出し、
行方不明
になりました。
みんなで手分けしてあちこち捜しまわった結果、
数日後、
迎賓館に近い皇室の御用地内にコチがいることが確認されました。
6車
線と4車線の道路を突
破して御所内に入り込
んだと思われます。
御所といえば、
皇室
警備隊と警察により
厳重に警備され、
一般
人の立ち入りはできま
せん。
警備隊が捕えよ
うとしても、
コチはたく
みにすり抜け、広大な
敷地に助けられて逃
Kochi asleep in palace garden
げのびたのです。
コチ                御所のお庭で居眠りをするコチ
の逃走から3週間が
過ぎ、
東京アークのスタッフは、
皇太子妃殿下がコチを飼ってくださるか
もしれない、
以前にも迷い犬を飼われたそうだから……と一縷
（いちる）
の望みをつなぎました。
コチは、
迎賓館と皇太子殿下のお住まいである東宮御所との間を行
ったり来たりしていました。
さらに警備が厳しく、
一般人の立ち入りが禁
止されている所です。
アークは様々な“つて”をさぐった結果、
元女官をつ
とめた女性に行きあたりました。
彼女は
「コチを保護してくれるように御
所の警備隊に連絡をとってみましょう」
と言ってくれました。
結局コチを捕えることができたのは、
2月に群馬県の公園でコチを助
けたアメリカ人のブリタニー・ベルさんに他なりませんでした。
犬は助け
てくれた人を決して忘れないと言い
ますが、
コチの場合がそうでした。
ブリタニーは、
以前、
餌の入った缶
をたたいて
「ごはんだよ」
と知らせる
ことでレスキューに成功したのです
が… 果たして、
このやり方が御所
内で通用するのか？ そもそも、
立
ち入り許可が取れるのでしょうか？

K

ochi was being fostered by Anne and Shin Ishikawa in Tokyo and
while joining an adoption event, he slipped out of an open door

and disappeared. People searched for him everywhere and after a

few days he was discovered living in the Imperial Palace grounds,

near the State Guest House(Geihinkan). He must have crossed a six
lane and a four lane road to get there.

Now the Imperial Palace is a strictly no-go area for the general

public surrounded by Imperial guards and the police. When the guards

tried to catch him, Kochi always managed to give them the slip and being such a huge area, this was easy to do. Three weeks had passed
since his escape and the staff at Tokyo ARK were wondering if it might

be possible for Kochi to be adopted by the Crown Princess who has
adopted stray dogs in the past.

By now Kochi was going to and fro between the State Guest House

and the Crown Prince's Courtyard( the Togu Residence) , an even
more no-go place. Through various connections ARK found a friend

in a former Lady-in-Waiting who agreed to try to get the guards of the
Crown Prince's Courtyard to help catch him.

But in the end there was only one person who could do this. Brit-

tany Bell, an American, had first rescued Kochi from a park in Gumma
Prefecture, back in February. They say a dog never forgets the person
who rescues it and so it was with Kochi. Brittany had rescued Kochi

by banging the side of a food tin to let him know he would be fed. The
problem was would this approach work inside the Imperial Palace and
moreover would she be allowed in ? Luckily she got the go-ahead and

as revealed in the photos, Kochi came to her as his lifeline. He is now

happily back with Anne and Shin who have decided to adopt him. A
truly happy ending for a little stray dog.

幸いにもブリタニーは入所を許さ
れ、写真でおわかりのように、
コチ
Brittany who rescued Kochi
は命の恩人である彼女の前に姿を
  コチを助けたブリタニーさんと
見せたのです。
そして、
彼は再び石
川ご夫妻の許に、
今度は家族の一員として迎えられました。
迷える小犬
物語の結末は、
めでたく、
ハッピーエンドとなったのです。

もうご存知ですか？
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俊彦氏は、
アークに無断で、
自分らの動物愛護団体は、
平成１
７年１０月１日に、
アークの姉妹団体として
「アークエンジェル
ズ」
の名称で設立したと言い、
「アークエンジェルズ」
「ＡＲＫ－ＡＮＧＥ
ＬＳ」
の名称での動物愛護活動を始めたと言う。
その以前は、
「ドッグ
ドリーム」
の名前で林氏の妻が数人のグループで愛護活動をしていた
とのことであった。
しかし、
アークエンジェルズは、
アニマルレフュージ関西
（通称
「アー
ク」
）
の代表者オリバー氏が、
動物のフォスターホームプログラム
（一
時預り制度）
の名称としてつけた名前を林が無断で使用した名称で
あった。
アークは、
林氏に対して名称使用の差止を求めたが、
林氏はこれに
従わず、
アークは林氏に対して名称使用差止請求訴訟を提起し、
大阪
地方裁判所は、
２００９年４月２３日に、
林氏に対して、
「ａｒｋ－ａｎｇ
ｅｌｓ．
ｊｐのドメイン名を使用してはならない。
「
」アークエンジェルズ、
ＡＲＫ－ＡＮＧＥＬＳの表示を抹消せよ。
」
などを命ずる判決をした。
同事件の大阪高裁に控訴審は、
２０１０年３月２４日に、
その控訴を
棄却する判決をした。
ところが、
林氏は、
控訴審の最終段階にいたって、
一審判決で使用
を禁止された
「ａｒｋ－ａｎｇｅｌｓ．
ｊｐ」
のドメインをネット上で販売
していた。
アークは、
判決で使用を禁じたドメイン名を使用していた事
業者にそのドメイン名の使用をしないことを求め、
同事業者はその使
用を停止した。
林氏は、
平成１９年に発生した広島ドッグパーク事件で、
大阪の
「ア
ークエンジェルズ」
の名称で、
マスコミを通じて全国に悲惨な動物の
保護を訴えて、
膨大な寄付金を集めるとともに、
これに応えて、
全国か
ら動物を保護をしようとして駆けつけた愛護者や獣医師が動物の保
護に当たった。

弁護士

Kochi returns home to his foster family
         無事に家に戻ってきたコチ

雑誌「動物法ニュース」

動物愛護活動を実践する団体やボランティアの方にとど
まらず、
国会議員、
県会議員、
市会議員など立法に関わる
方々、
地方公共団体における担当部署など地方行政に関
わる方々が、
動物の法律に関するテーマで執筆していま
す。
その他、
動物虐待事例の告発状、
行政機関に送った
意見書などの紹介、
動物の法律問題についての弁護士に
よるＱ＆Ａも掲載。
日本国内の動物福祉問題の最新の動
向を追うには必読の雑誌です。
年４回発行。
（発行：日本セラピードッグネットワーク）

"Animal Law News"
■お問い合わせ
〒530-0047
大阪市北区西天満6-7-4
大阪弁護士ビル4階 植田法律事務所
ＴＥＬ：０６－６３６２－８１７７
ＦＡＸ：０６－６３６２－８１７８
■「動物法ニュース」
のホームページ
http://serado.main.jp/

many weakened or contracted illnesses. However, rather than rescuing these ani-





英国ADCHによる犬猫飼養規範

英

国のADCH（犬猫ホーム協会）
は、野良犬猫、必要とされなくなった
犬猫の問題とその重要性を鑑み、
犬猫福祉団体の連携を図る目的で

1985年に設立された。
当飼養規範は、
動物保護にあたる救援団体のケア水準

を向上させ、
その一般的評価を高めるために、
保護犬猫に対する最低限のケア

きるものとする。
獣医師による治療記録も保存しておくこと。

監督

福祉法の遵守

ア、
福祉、
ドッグトレーニング、
行動上問題などのあらゆる分野において最新の

望ましい。
可能な限り動物を適宜
（午前８時～午後６時の間は最低４時間ごと

物福祉法の項で扱う。

動物保護施設の場合、
できれば、
有能な住み込み職員が常駐していることが
に）
見回らなければならない。
獣医師の監督が必要な動物はもっと頻繁に様子

基準を定めたものである。

を見ること。

動物福祉

防疫対策

動物救援団体が掲げる最重要課題は保護動物の福祉であるから、
各団体は動
物福祉のあらゆる面において適切な飼養基準を守らなければならない。

適正な飼養基準

救援団体においては動物福祉を最優先とする。
以下に述べる項目は、
実際に従

動物の居住空間

動物の住まいはすべて関連法規、
最良の飼養指針に沿うものとする。
寝所

すべての動物には快適に身を横たえられる広さと快適さを備えた寝床／ベン
チを提供する。
温度

ネルを定期的に殺菌し、
また、
入居動物が変わるごとに消毒を徹底して先住動

の責任あるリホーミングを確実に行なうために次の手順を踏むように奨励する。

内、
または、
地元の動物病院に適切な隔離施設を用意しておく。
ケージ／ケン
物の病気や寄生虫から守ることが必要である。
新しい動物には寝具、
（水／食

餌を入れる）
容器を取り替え殺菌しなければならない。
日々の清掃に使う殺菌

剤による中毒を防ぐように気をつけること。
とりわけ、
多くの動物が共同利用す

る共有エリアでの感染症発生リスクをできる限り抑えるために細心の注意を
払う必要がある。

給餌に用いる器具と食品貯蔵

動物のアセスメント
（審査）

ふさわしい里親家族との縁組を実現するために各動物の特性を審査する。
受

火災やその他の非常時には動物を守るために適切な手段を取らなければなら

新しい飼い主と家族についての情報を集め、
家庭の事情や環境が引き渡そうと

を訪問してその居住環境が適切なことを確かめ、
合わせて、
動物に関する詳し

動物の準備

新しく入所した動物は、
シェルターを出るまでに、
必要なワクチン接種と寄生虫
駆除を済ませたことを確認し、
明確なID
（身分証明）
を持たせる。
全動物には入

所時と出所時に獣医師による総合健康診断を受けさせる。
健康証明書を有し

する。
消防署からの講習を事前に受けておく。
有資格の救護員、
救急キットの

永続的ID

獣医師による治療

各団体はシェルター内の保護動物、
新入り動物の健康に責任を負う指定獣医

各動物には、
現在の法的必要事項に加えて、
（マイクロチップやタトゥーによっ

って）
個体情報をデーターベース化した永続的IDをリホーミング前に持たせ
る。

師／診療所を確保しておく。
指定獣医師／診療所はワクチン接種、
寄生虫対

不妊去勢手術

上、
）
すべての排泄物、
汚染物を全居住空間と運動エリアから取り除き、
関係

は、
緊急時にも対応してくれるクリニックについて説明しておく。

る。
不妊去勢手術の意義と利点について助言すべきである。
譲渡前に手術がで

清掃に用いる殺菌剤による中毒から動物を守るべく注意を怠らないこと。

動物の輸送

おく。

猫用トイレ

く、
適切な抑制も欠かせない。
不当に長時間動物を車内に入れておくのは禁物

里親支援

他の廃棄物を残らず回収できる仕組みを整える。
すべての不用物は国の規

には温度管理に特に気を配ること。

の）
ケアについて助言を与えること。
万一リホーミングが成功しなかった場合は

居住空間と補助的場所——キッチン、
廊下、
運動場など——を清潔に保ち、
動

物の快適さと防疫を徹底すべきである。
毎日最低1回、
（必要に応じて２回以

機関の指示通りに処理する。
居住エリアの床は清潔に保ち、
乾燥させておく。

猫にはいつでも使えるトイレを備えておく。
使用済みの寝具、
トイレ容器、
その
制／指針に沿って適切に処理すること。
毎日の世話

動物には適切な食餌を適宜与え、
清潔な水を常時飲めるようにしておく。
寝具

を用いる場合は、
清潔で乾いた状態に保つこと。
移動できる寝床は最低週２
回取りはずして完全に洗浄する。
運動

すべての動物は毎日責任を持って運動させること。
また、
スタッフ・ボランティア
は犬猫と遊び、
ふれあう機会を持たなければならない。

グルーミング

すべての犬猫は体毛を適切に整えて、
寄生虫の侵入を絶ち、
また、
毛玉を防止
すること。

策を含む病気予防に関する助言を与えるとともに、
特に治療を要する動物に

動物の輸送には車両を用いるが、
輸送の際には動物の安全と快適さだけでな

である。
車両は良好な状態に整備し、
関連交通規制に従う。
暑い季節と寒冷時

動物の行動矯正

各団体は行動障害、
社会性異常を示す犬猫にも家庭に譲渡されるチャンスを
与えるために、
できるだけ、
責任を持って
「積極的行動計画」
の評価と助言にあ

たる専門員を置きたい。

各団体は動物に不妊去勢手術をできる限り受けさせ、
不妊の推進と奨励を図

きない場合は、
将来必ず手術を受けさせることを確認できるシステムを整えて

安楽死は、
極端な身体的／行動上事情のため家庭への譲渡が不可能である

格を整えるのが望ましい。
（中略）

小規模団体については、
直ちに法人化できなくても、
活動がうまく行けば組織

る場合は特に重要となる。
法人としては、
定款、
慈善信託／信託財産の指定受
託人資格も必要である。

銀行預金口座は組織名義にし、
適正に管理しなければならない。
銀行預金口座

小規模団体であっても、
資金の全額を専用口座に預け、
支払いは明確な会

計記録により承認されるようにする。
すべての銀行預金取引は正しく記録し

なければならない。
法人格を取得すれば、
厳正な監査を受けた全収支決算

も法的要件となる。

動物福祉団体は現行の動物福祉法を遵守しなければならない。
動物福祉法

動物の扱い方については国の関係法規に従う。
いかなる動物救援団体も、

常に動物福祉を最優先に活動しなければならない。
（中略）

動物福祉団体は活動拠点を置く国が定める現行の
「健康と安全に関する必
要事項」
を守らなければならない。
（中略）

新しい慈善団体の設立

犬猫のケアを目的とする動物救援団体の新設を考えている人は以下の点につ

いて熟慮すべきである。

した方がより効果的かもしれない。

カスタマー・ケア

B.  信託財産の受諾資格はあるのか？ 犬猫のケアについて十分な知識

各団体は高度なカスタマー・ケアに徹すること。

こと。
記録は最新のものを用意し、
関係当局の求めがあればいつでも公開すべき

安楽死

動物福祉団体は正規の法人組織を確立し、
NPO法人、
公認慈善団体などの資

動物を返せることを里親にはっきりと伝えておく。

ければならない。
訓練にあたるスタッフは各動物の特性を理解し、
報奨本位の
体罰を加える器具の使用は避けること。

法的要件

A.  新しい慈善団体が本当に必要なのか？ すでに
（地方、
または、
全国  

管理

刺激によって行動の矯正を図るのが望ましい。
電気ショック・カラーのような

扱いに不慣れな者には特に重要となる。

各団体は新しいペットに関する必要情報と将来にわたる
（行動上、
獣医学上

動物の訓練

動物の訓練は近代的な
「積極的強化訓練法」
を学んだ職員によって実行しな

訓練を受けなければならない。
新入職員に対する研修は欠かせないが、
動物の

動物福祉団体は責任を負うすべての動物について完全な記録文書を残しておく

である。
記録

記録簿には施設に受け入れた全動物の特徴などを詳述し、
入所日、
出所日、
新

しい飼い主の氏名、
住所なども書いておく。
関係者はいつでも記録簿を閲覧で
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ている場合も、
医師による診断に代わるものでなく補助資料と考えること。

設置が不可欠である。

団体が有給職員を雇っている場合、
職員は組織の定める基準に従って十分な

は成長するものであるから、
法的組織確立を目指すのが望ましく、
寄付金を募

出し、
さらに必要な措置を講ずるのが望ましい。
広い施設では、
緊急時の手順

を書いたものを人目につく所に掲示し、
全スタッフ、
訪問者にわかるように工夫

スタッフ訓練

里親のアセスメント

い情報を説明する。

ズミなどが入らない容器に保存すること。

知識とスキルを身につけさせるように努める。

正規の法的組織

どの発生を防ぐ。
新鮮な食材を用いる場合は冷蔵庫を使う。
買い置き食品はネ

職員のエリア、
ケンネルから離れた所に設け、
常に清潔に保ってネズミ、
害虫な

動物保護団体はスタッフ訓練プログラムを作り、
職員には、
動物に対するケ

入れ動物はすべてマイクロチップから個体情報を読み取る。

する動物の要件に合うかどうかを確認する。
必要があれば、
里親希望者の家庭

ない。
できれば責任ある者が施設内に常駐し、
火災その他の非常時に警告を

清潔さ

各団体は責任を持って高水準のリホーミングを実施しなければならない。
犬猫

食器、
調理器具などは食後十分に洗浄し、
食べ残しは廃棄する。
調理エリアは

照明

動物の寝床付近はすきま風が入らないように環境を整え、
適宜換気を図る。

動物救援団体は健康な動物を殺さない方針を貫くべきである。

リホーミング
（家庭への動物譲渡）
の実施

緊急時の行動

換気

各団体所属の職員は動物の処遇を定めた法律を守る義務を負う。
詳細は、
動

動物間の伝染病の予防、
感染を抑えるために、
万全の注意を払うこと。
施設

寝室は動物と種類にふさわしい室温を保たなければならない。

明を補い、
清潔な生活空間を確保すること。

示の下、
承認された薬剤の注入により行なう。
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うべき最低限の助言とガイドラインである。

居住空間には適切な照明が必要である。
昼間の自然光以外に適切な人工照



場合を除いては容認すべきでない。
その実施にあたっては、
必ず、
獣医師の指

Code of Practice by ADCH (ASSOCIATION OF DOGS AND CATS HOMES)

的）
団体が近くにあれば、
新しい組織を起こすよりも既存団体と提携

  を持ち、
フルタイムで献身的に働ける有能なスタッフを確保できるか？
C.  組織活動を維持できるだけの十分な資金があるのか？
                    

（以下略）

ADCHのホームページに英語の原文
が掲載されています。
Original text can be viewed on:
http://www.adch.org.uk/pages/code.html



Happy Homes
パンプ
Pump

ちよ
（フィル）
Chiyo(Fil)

くり
（ジュレップ）
Kuri(Julep)
夕飯の後にリビングに入れてもらいテレ
ビを一緒（？）に見ています。夜中のワー
ルドカップサッカー観戦ももちろん一緒
です。奇声に反応しながら横で寝ていま
す
（笑）

パンプは会う人ごとに精いっぱい愛想を振りま
いているので、
今やご近所での評判も上々で、
一
番の人気者で皆さんに可愛いがられています。
しかも散歩でも今ではもうほとんど引張ること
もなく横について歩いているし、階段の手前で
は一旦停止して、
こちらがおり始めるまでじっと
待っています。

After dinner, Kuri watches TV with us. During the football world cup, Kuri was up
until late at night with us. But he doesn't

Pump greets everybody in the town cheerfully, and

steps and wait until I start walking down.

コタロー（ドラド）
Kotaro(Drado)

ロコ
（パン）
Roco (Pan)

sleeping beside us during the most excit-

毎日よく食べ、よく寝て、よく走り回り、元
気に暮らしています。甘えん坊ですがとて
も賢い良い子です。

先住民の猫ちゃんにも時々猫パンチはさ
れますが、何とか折り合いをつけてやって
ます。

ing matches.

Chiyo eats a lot, sleep a lot, runs around a lot.

Hazel gets pawed by our cat when her mis-

Oh such a baby, very smart!

chief goes a bit too far.

ひじき＆つるり（ヒジリ＆ツルギ）
Hijiki&Tsururi (Hijiri&Tsurugi)

Kotaro runs around the garden, he never gets

最近になって紐遊びの面白さが分かった
のか、いい感じにじゃれてくれるようになり
ました♪♪ お尻ふりまくって可愛いです！

tired. He really loves playing outside, and

Roco is learning what it is to play with string.

never stops.

She wriggles her rump in a very cute manner

めい（ローズ）
May(Rose)

リーバス
Rebus
ナナ
（サイダー）
Nana(Cider)

相手をしてほしいのか、すぐにお腹を
見せるポーズでなでて～と甘えてきま
す。留守番もちゃんとしています。夜も
一人で寝ています。
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庭で元気に走り回り、疲れ知らず。外遊びは
大好き。
遊びだしたら止まらない…

クロス
Cross

アム＆モーリス
Amu & Morris
旦那の両親もひじつるを連れて帰った日はあま
りの大きさにおどろいておりましたが、賢い二
人にもうメロメロになっております。

beginning, but he has finally got used to our
house. He looks happy living with us now.

impressed by how smart Hijiki & Tsururi are, and
are now big fans of the two.

when left alone at home, never barks or

Nana is gradually getting

make a noise at night.

used to her new home. She

あむくんは窓の外を眺めるのが好きで、
そのまま
寝てしまうこともしばしば。モーリスは水が好き。
キッチン、洗面所、
トイレの手洗いなど、あちこち
で水を飲んでいます。

wags her tail joyfully when

Amu loves watching life outside the window. He of-

greeting us.

ten falls asleep while looking out. Morris loves water

散々遊んだ後は日陰で爆睡です。

He was looking for a gap to escape from in the

the two dogs on the first day, but soon they were

should or should not do. She stays quiet

get our attention. She knows what one

最初は逃げ口をさがしてましたが、
さすが
にあきらめたようで今ではすっかり我が家
の家族として楽しく生活できるようになりま
した。

My parents in law were astonished at the size of

徐々に私たちにも慣れてき
て、今では尻尾を振って寄
り添ってくるようになりまし
た。

May often rolls over when she wants to
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me. He is smart enough to stop at the top of the

when she plays.



seem to be a real football fan, he was just

naturally, everyone likes him. He seldom pulls on
the leash while walking, always keeping pace with

ヘーゼル
Hazel

After playing a lot, Rebus falls fast

very much. At the kitchen sink or bathroom wash

asleep in the shade.

basin, he licks the water flowing out from the tap.



ARK events
ハロウィーン・バーベキューパーティー

H

Halloween BBQ Party

今

年のハロウィーンはアークのバーベキューパーティに参加な
さいませんか。10月31日、篠山市後川のサンクチュアリ用地
でハロウィーン・バーベキューパーティーを計画しています。
できるだ
け多くの犬と犬の飼い主さんにお集り頂けたらと張り切って準備中。
アークの里親さん以外でも、
どなたでも参加できます。
代表オリバー
特製の食事と、
余興のゲームをお楽しみに。
参加ご希望の方は10月
15日までにお知らせください。
（大雨の場合は中止）
     日時：
場所：

Date & Time: 31st October 2010. From 2 pm.
Place:
ARK's land in Shitsukawa, Sasayama
(map will be sent later)
Party fee:
¥5000 (dogs free)
Dress:
Halloween costumes

2010年10月31日
（日） 午後2時から
篠山市後川
（しつかわ）
のアーク所有地
（参加者には後ほど地図をお送りします）
参加費： お1人5,000円
（犬は無料）
服装： ハロウィーンの仮装で！

「パブナイト」神戸で開催しました！

Scottish Pub Night

A

pub night with a Scottish flavour was held on June 19th 2010 at the
Kobe Regatta and Athletics Club (KRAC). About 40 people including

ARK staff attended as well as a contingent of Scots dressed in kilts who
added to the atmosphere. Scottish dancing with a little help from the experts
James, a young Scottish piper gave us a great performance of bagpipe music. Thanks to Jan Visscher for getting us all on our feet to dance, to everyone
who donated so generously to the raffle, to Alan Gibson and Jeff Bryant for

ARK events

英国大使館でお茶会を

ア

ーク設立20周年祝賀行事の一環として、
来たる9月23日、
ウォレ
ン駐日英国大使ご夫妻のご好意により英国大使館でイングリッ
シュ・ティーパーティー
（英国式お茶会）
を催すことになりました。
東京
にある各国大使館の中でも最高とされる英国大使公邸の建物と庭園
を舞台にイングリッシュティーを楽しめる素晴らしい機会です。
（シャン
パンも出ます！）
。
大使館をお借りできることは、
アークと英国の動物福
祉との結び付きの強さを示すもので、
また、
当日は、
期せずして、
日本の
動物愛護週間
（9月20日～26日）
にあたっています。
パーティには、
アー
ク会員、
サポーターの皆様の他、
各界著名人や政治家などをお迎えし、
メディア関係者も加わる予定です。
お茶会に参加ご希望の方は、
①ご本人とご同伴者の
人数とお名前 ②住所と電話番号 ③ご所属の会社
名など ④お車の方は、
車種とナンバー をすべて明
記の上、
9月10日までにアークまでFAX、
郵送、
メール
にてお申し込みください。
セキュリティ上の理由から、
お
客様のお名前、
ご所属などを大使館に前もって届け出る必要がありま
すので、
よろしくお願いいたします。
参加を申し込まれた方には、
正式の
招待状を後ほどご送付させていただきます。
日時：
場所：
費用：
服装：

2010年9月23日
（木曜祝日） 15：30〜17：30
英国大使館
（102－8381 東京都千代田区一番町1番）
6,500円
フォーマルでなくてもかまいません。

お申し込みはファックス／郵送／eメールで
「大阪アーク」
まで。
お申込は9月10日までに

20周年記念ファイナルパーティー

events to celebrate ARK's 20th

ークのチャリティイベント、
スコッティッシュ・パ

ブナイトが、
2010年6月19日、
KRAC
（神戸レ

ガッタ＆アスレチック倶楽部）
で開催されました。
キル

anniversary, we will be holding a finale

from ARK to greet guests. The evening raised ¥253,230
from sales of raffle tickets and party fees, which will be

charity party. This occasion marks not

put towards the Sasayama Sanctuary Project.

only ARK's anniversary but is also the
birthday of ARK's founder, Elizabeth

トの伝統衣装を着たスコットランドのバンドが雰囲気

Oliver. In celebration of ARK's 20th an-

を盛り上げる中、
約40名のアーク支援者が楽しい一

niversary, we hope to deepen ties with

夜を過ごしました。
スコティッシュダンスは初心者に

our supporters as we head into the fu-

も覚えやすく、
名手による手ほどきのおかげで、
たちま

ture and to raise funds for the sanctu-

ち、
全員が踊りに参加しました。
若手バグパイプ奏者、

ary facilities in Sasayama.

ジェームズさんは、
素晴らしい民族音楽を演奏してく

Date & Time: December 12, 2010 (Sun) 18:30-21:30

皆様、
ラッフル購入によりご支援くださった方々、
心からお礼を申し上げます。
また、
会場を提供

Place:

れました。
ジャン・ビッシャーさん、
ダンスのご指導をありがとうございました。
パーティご参加の

してくださったKRACのご好意に感謝いたします。
パブナイト参加費とラッフル売り上げによる
253.230円の収益は、
全額
「篠山サンクチュアリ」
建設資金にあてられます。

(Entry starts at 18:00)

Hotel Hankyu International

19-19, Chayamachi, Kita-ku, Osaka 530-0013
http://www.hhi.co.jp/

Entrance fee: 18,000 / person
Dress:
RSVP:

Formal

Osaka ARK by phone / fax or email by 31st October

   ☆ There will be a special guest!
   ☆ Charity auction ☆ Charity raffle
   ☆ Display featuring ARK's 20 year history
   ☆ Woodblock prints donated and autographed (including a message)
by Fujiko Hemming will be auctioned and given as a prize in the raffle.
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ne of the special events celebrating ARK's 20th Anniversary Year is
an English Tea Party to be held with kind permission of Ambassador

and Mrs Warren at the British Embassy Tokyo on 23rd September 2010.
This is a chance for you to enjoy a typical English tea in the magnificent
setting of the Embassy Residence, its grounds and garden, probably the
finest embassy in Tokyo. The location also reflects the strong ties ARK has
with animal welfare in the United Kingdom and the date coincides with
Japan's national 'Be Kind to Animals Week.' We hope to be joined by VIPs,
politicians, celebrities, ARK members and supporters,
and people from the media.

We would be grateful if you could let us know

RSVP by 10th September, whether you would be
able to come, number and names of guests who

will be accompanying you, name of your company,

and the model, license plate number of your car (if
you require parking), as we have to submit guest information to the Embassy for security reasons. A formal
invitation will be sent to you later.

Date&Time: 3.30 - 5.30 pm, 23rd September 2010.

Party fee:
Place:

¥6,500

British Embassy

No.1 Ichiban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8381

Dress: informal

ARK's 20th Anniversary Finale Party

A

and Too Wee Too, sporting tartan bandannas, were there as representatives

O

RSVP: Osaka ARK by fax, email or post by10th September

fter several successful parties and

acting as MCs and to the KRAC for providing such a feast. Kenta, Shu-chan

ア

Champagne Tea Party at the British Embassy

ア

ーク設立20年の節目である今年の総仕上げとして、12月
12日、
大阪梅田のホテル阪急インターナショナルで
「20周年
記念ファイナルパーティ」
を開催いたします。
この日はちょうどアーク
の創設者、
エリザベス・オリバーの誕生日にあたります。
二重の喜び
を祝う特別ディナー・パーティに是非ともご出席くださいますよう、
ご
案内申し上げます。
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is easy even for beginners to master and in no time at all everyone joined in.

ARKイベント
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ow about joining us for a Halloween BBQ Party at ARK's
Shitsukawa land in Sasayama on October 31st 2010?
We hope to see as many of our dog friends accompanied by
their owners as possible. Lots of fun activities and a big feast!
Please let us know RSVP by October 15th. In the case of
very heavy rain, the event may be cancelled.

ARKイベント

日時： 2010年12月12日
（日）
午後6時30分～9時30分
（6時開場）
場所： ホテル阪急インターナショナル ６F 瑞鳥の間
会費： 18,000円
服装： スーツ、
パーティードレス、
またはお着物で
☆ スペシャルゲストをお迎えします！
☆ チャリティーオークション
☆ チャリティーラッフル
（慈善福引）
☆ 20周年の歴史を振り返る室内オリ
    エンテーリング
☆ フジコ ヘミング様よりご寄付いただいた版画
（直筆の彩色とメッ
    セージ入り）
もオークションやラッフルにてご提供させて頂きます。
参加ご希望の方は、
電話／ファックス／eメール／郵便で10月末日
までに大阪アークまでお申し込みください。
（申込み多数の場合に
は早めに締め切ることもあります。
参加希望の方はお早めに。
）
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ARK写真展

近

ARK events

Badger passed over Rainbow Bridge in autumn 2008 but he continues
to send his letter to ARK.

大阪のギャラリーで           Photo Exhibition in Osaka Gallery

T

hey say that the life of a guide dog in Japan is quite short.

くをチンチン電車が走るのんびりとしたギャラリーで、
原田京子さん撮影の写真をゆっくりご覧になりませ
んか？ そして帰りに近くの有名店で串カツを食べて行って
ください！

Not surprising, considering the stress they are under; nar-

row pavements filled with obstacles to manouver around, stations
packed with rush-hour crowds and now dog-phobic bus drivers. A
bus driver in Okayama city has repeatedly, since early this year,
refused a female passenger a ride on his bus since she was ac-

会期： 2010年10月30日
（土）～ 11月3日
（水・祝）
時間： 13：00～19：00
（最終日は17：00まで）
場所： ギャラリーあしたの箱
〒557-0042 大阪市西成区岸里東1-6-7

companied by her guide dog. " Don't want my bus covered with
dog hair," was his retort. This despite a law on assistance dogs for
people with disabilities that states ' operators of public transport
such as buses, cannot refuse people with guide dogs from using

http://www.ashitanohako. com/

      

Dates：30th October (Sat) - 3rd November (Wed）

E

njoy Kyoko Harada's ARK animals photo exhibition at a

Time： 13：00 - 19：00

relaxing small gallery near Abeno, Osaka.

（13：00 - 17：00 final day）

Place： Gallery "Ashita-no-Hako "

Elizabeth Oliver, the ARK director, will attend on 30th. ARK
goods and ARK calendars 2011 available, and we will take

1-67 Kishizato-Higashi, Nishinari-ku, Osaka-shi

looking forward to meeting you at the gallery.

http://www.ashitanohako.com/

557-0042

orders from people wanting to purchase the photos. We are
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  日付：2010年9月3日(金)～5日(日)の3日間
時間：午前9時～午後8時 (その他の時間も写真は設置されています)
場所：阪急電鉄梅田駅コンコース
ビッグマン
（大型スクリーン）
と紀伊国屋書店との間

F

80, Omotesando, Tokyo in February 2010, we wanted to give Kansai

ARK写真展
阪急梅田駅にて   

people the chance to enjoy a similar exhibition. Thanks to the kindness of

H2O (Hankyu/Hanshin group), we have been allowed to hold an exhibition
in the concourse of Hankyu Railway, Umeda. Please make a note of these
dates in your diary and we look forward to seeing you there together with

Dates: September 3rd/4th/5th
Time: 9 am - 8pm

Place: Hankyu Railway concourse,

次はちょっと明るい話題――
米国では、
犬猫を売るペットショップが
「過去のいぶつ」
になるかもし
れない。
犬猫の店頭販売を法律で禁止する市議会がふえてるんだ。
ペ
ットショップの犬の多くは
「パピーミル」
から来ているから、
身体的／精
神的問題をかかえている…という事実に人々が気づきはじめた。
AP通
信の最近の調査によると、
半数の人が、
新しくペットを飼うときは
「シェ
ルターからもらいたい」
と答えたとか。
ニューメキシコ州のアルバカー
キは、
2006年からペットの店頭販売を禁止した。
禁止令が施行されて
からは、
市のシェルターから動物をゆずり受けるケースが23％ふえた。
一方、
安楽死の割合が35％も減った。
日本でも、
将来、
同じことが起き
るかな――今はまだまだ夢物語だけど…熊本市あたりが先頭に立っ
て…全国の自治体に考えてほしい大切な問題だよね。

boarding his bus. These wonderful stalwart dogs who although
enduring such stigmas, still continue to serve their owners so faithfully, deserve more respect than they get.
Some brighter news.
It seems pet shops selling cats and dogs in the United States,
may become a thing of the past as more city councils are prohibiting sales of cats and dogs in retail stores. People are waking up
to the fact that most pet store dogs come from puppy mills and as
a result have physical or psychological problems. Half the people
surveyed in a recent poll by Associated Press said they intend
to get their next cat or dog from a shelter. In Albuquerque,New
Mexico, the ban on sales of companion animals in pet stores took
effect in 2006. Since the ban came into effect, animal adoptions
in city shelters have increased 23% while euthanasia rates have
dropped by 35%.
Could the same thing happen in Japan ? Maybe still a dream but
it is something cities here could consider, with perhaps Kumamoto
leading the way.

お詫びと訂正

前回発行されたアークのニュースレター78の記事中の
表記に誤りがありました。
誠に申し訳ありませんでした。
   P１０
「アーク同窓会」
の日本語記事の５行目
   
（誤）
¥329,1885
→ （正）
¥329,885

Join up on Meetup!

ollowing the successful exhibition of Keiko Harada's photos in Gallery

your family and friends.

日

本の盲導犬は、
とても寿命が短いんだって。
ムリないよね…ストレ
スが大きいもの――せまい歩道は障害物だらけで歩きにくいし、
ラッシュアワーの駅はものすごい人ごみ、
それに、
近ごろは、
犬嫌いのバ
スドライバーもいる。
今年になって、
岡山市のあるバス運転手が、
盲導
犬を連れた女性の乗車を何度か拒否した。
「犬の毛で車内をよごされ
たくないから」
というのが彼の言い分。
「身体障害者補助犬法」
には
「バ
スなど公共交通機関は盲導犬同伴の客を拒んではならない」
とあるの
に……でも、
変じゃない？――この運転手さんは、
酔っぱらったサラリ
ーマンが座席をよごすからって、
バスに乗せないなんてことはないはず。
それにしても、
不当な“言いがかり”にもめげず、
ご主人のために辛抱強く
働き続ける補助犬はもっと尊敬されてもいいよね。

ably not ban a drunken salary man who puked over a seat, from

Photo Exhibition
Hankyu Umeda
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今

年2月、
原田京子さんの
「ARK写真展」
が東京、
表参道のGallery
80(ギャラリー・エイティ)で開催され大成功をおさめました。
私ど
もは、
関西の皆様にも同様の機会を提供したいと考えていましたが、
幸い、
（阪急阪神グループ）
エイチ・ツー・オー・リテイリング
（株）
様のご好意に
より、
9月に阪急電鉄梅田駅のコンコースで写真展を催すことに決まりま
した。
申し分のない会場で、
何千人もの方々にアーク動物の写真とアーク
の活動をご覧いただく絶好の機会になるものと期待しています。
会員の
皆様、
今から予定表に書き入れて、
ご家族やお友達にもお知らせくださ
い。
大勢の皆様にお会いできるのを私ども一同楽しみにしております。

その後も天国からアークへ手紙を送り続けています。

this transport.' Funny though isn't it, the same driver would prob-

A VOICE FOR ANIMALS
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入場無料。
初日はアーク代表・オリバーも参加。
会期中は、
2011年カレンダーをはじめとするグッズ販売と、
お気に入り
の写真の注文販売
（後日発送）
も行います。
会場で皆様とお
会いできますことを楽しみにしております！

   2008年の秋に
「虹の橋」
を渡ったバジャー。

Katrina Larsen, an ARK member

Meetupで会いましょう！
カトリーナ・ラーソン
（アークメンバー）

ARK members and supporters in the Kanto area are invited to join The Tokyo

関東方面にお住まいのアークメンバーの皆様、

Animal Refuge Kansai (ARK) Meetup group. Join up here;

サポーターの皆様、ぜひぜひ、Meetup（ミート

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

アップ）
のコミュニティにご参加ください！

☜☜☜   アドレスはこちら！

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

意外とないものです。
でもオンライン・コミュニティ

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

なら、
関東地域のみんながひとつにつながれます。

between Big Man and Kinokuniya.
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ARK Report

ア

ークの新施設
「篠山サンクチュアリ」
は建築費が相当高額になると見込ま

れることから2期に分けて工事を進める予定です。
建設費見積もりについ

てはニュースレター前号
（78号）
でご報告した通りです。
第１期工事は、
猫舎、
犬

舎、
倉庫、
トレーニング棟、
それから浄化槽、
給水、
排水、
電気、
空調、
換気などの

基本設備費をあわせて総額約3億5千万円に上る見込みです。
78号でお伝えし

た通り、
これまでに土地購入代を含めて66,496,230円の諸経費がかかってい

ます。
世界経済不況のあおりを受けて、
誰もが倹約を心がける今の時代に十分

な資金を調達するのは容易ではありません。
しかし、
アーク会員とサポーターの
数を増やして、
より多数の方に寄付をお願いできれば大きな効果を上げることが

できます。
皆様のお友達、
お知り合いの方々にアークの活動についてお話しいた
だき、
支援金がどれほど役立つかをお伝えいただけたら本当に幸いです。

ここにいる動物たちの中には、
20年ほども私どもと共に暮らしている子もいま

す。
たとえば、
アークのオフィスにいるマヤは23歳、
オリバーハウスで暮らすティリ

極力ストレスのない飼育環境を与えることで、
シェルターの犬猫も長生きできる

のです。

また近年は純血種の犬猫を保護するケースも増えています。
流行にあおられ

て手軽にひと儲けをねらう“アマチュア繁殖家”が増える一方、
今や市場は供給
過剰で、
経営破綻する業者も後を絶ちません。
またブリーディングに付随する諸

問題、
特に遺伝性疾患は深刻です。
アークで受け入れた犬も様々な健康問題を

抱えています――ヘルニア、
心臓疾患、
皮膚病、
奇形、
癌、
股関節形成不全など、

もう数え切れないほどです。
これらの異常を治すには大変な費用と時間がかかり

ます。
ミックスの犬なら、
ワクチン接種と不妊手術を済ませておけば里親を募集
できるし、
おそらく長寿を望めるはずだし……どんなに楽かわかりません。

       2009年4月1日 ～ 2010年3月31日 アーク動物数
犬       254     
猫       141

リホームした数

210      

   108

安楽死件数
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33

involved. The estimate for Stage 1 which includes the Cattery, Kennels, warehouse,

My name is Kuma. I've lived at ARK for almost

training /education building plus utilities; septic tanks, water supply, drainage, elec-

three years. Before I came to ARK, I lived in a park

tricity, air conditioning, ventilation will come to around ¥3.5 billion. In the same news-

in central Osaka with 31 friends.Those friends got

letter, we also reported on money that has already been spent on the facility, includ-

homes one by one.Their adoptive families had a bit

ing purchase of the land, in total, coming to ¥66,496,230. This is not an easy time to

of a hard time because it took time for my friends to

raise funds given the world recession, with everyone tightening their belts. However,

get used to their new homes.

if we are able to increase the number of our supporters and members, a lot of people
giving a small donation can make a huge difference. Please tell your friends about

We had never lived in a normal household, you

the work ARK is doing and how their support can help.

see. Thank you for giving a happy home to dogs

Some of our animals have been with us nearly as long as ARK has existed, 20
years. Indeed we have Maya in the office who is 23 years old and Tilley in the house

支出の部

their life expectancy. Of course life in a home with a loving family is ideal but even

Whenever potential adopters visit ARK, staff mem-

in a shelter, provided we can offer a stress-free environment, dogs and cats can live

bers recommend me, and the Japan Times even

to a great age. Whereas Maya and Tilley are mongrels, many of the dogs coming in

featured me in an article, but for some reason

here nowadays are pure-breds, a trend that is increasing fuelled by hobby or balcony

these steps haven't led to a happy ending so far.

breeders hoping to make a fast buck. However many give up when they realise it

I'm sorry. I've disappointed everyone.

れたんですが、
なぜかハッピーエンドに繋がりません。

みんなごめんね。
ぼく、
期待に応えられなくて。

people, and I'm toilet trained even though I've

たことはないけど、
トイレのマナーも心得ているよ。

never lived in human's house. Even if you can't

里親になってくれなくてもいい。お散歩に連れて行って

costly and time-consuming. How much easier it is to have a mixed puppy which after

adopt me, I'd be happy if you would take me for

くれるだけでいいから、
ぼくに会いに来て！

vaccinations and neutering is ready to go to a new home and will probably live to a

a walk. So please come to see me!

死亡件数
2

4

Animal Numbers 1st April 09 -31st March 2010
  

intake rehomed euthanised died

  

  

Dogs

254

210
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Cats

141

108

33
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当期支出合計
63,804,120

ARK accounts
Total Expenses

Telephone/postage

2,836,022

印刷・事務消耗品

Printing/Office supplies

一般消耗品

General supplies

営繕費

Maintenance/repairs

ガソリン代

Gasoline/petrol

水道光熱費

Water/electricity

1,911,247

収入合計

Sub-total

賃借料

Rent

8,337,810

資金収入

Fund Income

保険料

Insurance

1,083,950

当期収入合計

支払手数料

Misc.commissions

3,357,144

租税公課

Taxes

雑費

Miscellaneous

3,347,247

動物医療費

Veterinary fees

10,281,853

動物用食費

Animal food

獣舎消耗品

Animal supplies

1,717,384

PR費用

PR/Advertising

3,105,778

Fund expenses

里親希望者さんが来れば、
スタッフのみなさんはぼくのこ

ともお勧めしてくれるし、
ジャパンタイムズにも掲載してく

ties, cancers, hip displasia, the list is endless. Putting all these problems to right is

通信運搬費

資金支出

謝しています。
まだ貰われていないぼくが言うのもヘンだけ

ど。
。
。
。

carry with them a huge baggage of health problems; hernias, heart, skin, deformi-

7,201,006

Total Current Expenditure

の皆さんにはたくさん苦労をかけてしまいましたが、
ホー

ムレス出身のぼく達に幸せを与えてくださって、
本当に感

いサイズだし、人間が大好きだし、おうちの中で暮らし

Travel expenses

支出合計

境になかなか馴染めなくて、
里親になってくださった人間

I'm small and the right size to take care of, I love

Staff salaries

Other goods production costs

普通の家庭で暮らしたことがなかったぼく達は、
新しい環

fraught with problems, especially hereditary related diseases. The dogs we take in

旅費・交通費

Printing calendar

その前は、
大阪のど真ん中の公園で３１匹の仲間と暮らし

ていました。
その仲間達も次々と里親さんが決まりました。

自分で言うのもなんだけど、ぼくって小柄で飼いやす

is difficult to make money, the market now being almost saturated and breeding is

給料・スタッフ諸費

その他商品制作費

thanking you since I haven't been adopted yet...

ぼくの名前はクマです。

アーク暮らし、
もうすぐ３年になります。

ripe old age.

Expenses in Japanese yen

カレンダー印刷費

who used to be homeless. I know it's weird that I'm

who is 19 years old. Barring illness and stress, dogs and cats can live longer than

アーク会計２００９年４月１日〜２０１０年３月３１日

ニュースレター印刷費 Printing newsletter
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tuary in Sasayama which will have to be built in two stages due to the high costs

ブログ
「アークなしっぽ」
より

737,495

収入の部 Income in Japanese yen
NPO理事会費

一般会費・寄付金

Membership/donations

カレンダー売上

Calendar sales

474,510

商品売上

Goods sales

957,038

その他の収入

1.658,259

633,594

168,987

Miscellaneous incomes

Net income

前期繰越額

Balance brought forward

当期収支差額

Current Income §

次期繰越額

50,000
115,531,860
15,800,590
2,261,323

to express special thanks to Hashimoto Ltd. who asked us what we most needed;
namely a blood-testing machine and de-scaling equipment. They very generously

おいてより充実したケアが可能となります。
クリニックスタッフ一同、

donated both of these and it has made of world of difference in the range of treat-

心より感謝を申し上げます。
本当にありが とうございました。

ment we can give to our animals. Thank you very much indeed.

Dobutsu-Aigo Week 2010
September 20th - 26th

皆様の声をお聴かせ下さい。
Chance to give us your opinion

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

2,481,017

7,630,500

143,755,290
82,662,451

Expenditure balance

6,883,982

ARK wants to hear from you. Please send us your comments, sug-

Balance -brought-forward

89,546,433

gestions. We want to include everyone in our activities. Please send
by fax, letter or email to ARK.

3,527,150

下さっている組織、会社、動物病院の皆様に心より感謝を申し上げます。本

15,148,217

な機材をご寄付頂きました。
アークのスタッフ一同より深い感謝を
申し上げます。 これらの新しい機材を使って、
アークのクリニックに

136,124,790

資金や物資を寄付して下さった全ての皆様、および、
アークをサポートして

121,723,091

Thank you!

Without specialist machines, our clinic cannot operate effectively. We would like

136,871,318

5,748,858
833,639

ありがとうございます！

（有）ハシモトさまから、血液検査機材や歯科治療機材など、高価

AUTUMN 2010

AUTUMN 2010

         受入れ数

ぼく、
クマ。
I'm Kuma

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

ーは19歳です。
病気とストレスから守ってやれば、
犬も猫も平均寿命以上に長生

きするもの。
もちろん、
やさしい家族に囲まれて家庭で暮らすのが理想とはいえ、

I

n our last newsletter 78, we reported in detail on the estimated costs for the Sanc-

Extract from
"ARK Tails" Weblog

当にありがとうございました！
！
We would like to thank all the individuals and families, as well as organizations who have donated money and goods and who have supported ARK.

（アークの「ちびっこカレンダーコンテスト」入賞作品より）

今年も動物愛護週間がやってきます！
２０１０年９月２０日から２６日まで

FAX: 072-737-1886
メール： ark@arkbark.net
〒563-0131

大阪府豊能郡能勢町野間大原 595

595 Noma-Ohara, Nose-cho, Toyono-gun, Osaka 563-0131

アニマルレフュージ関西 事務局
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ARK NOTICE BOARD

ARK

A/C Numbers
送金方法のご案内
郵便局 Post Office：

®

●

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

●

Calling ARK?

●

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

A VOICE FOR ANIMALS

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

ARK DIARY

大規模レスキュー Large Scale Rescue Fund

00970-2-267840

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。

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

１４日 京都の専門学校生 ARK見学ツアー
２３日 奈良 Field Note にて
「アークサポートフェア」

AUTUMN 2010

１７日 読売新聞取材
２０日   堺市の高校生 課外活動でアークを見学
     韓国の獣医師５名がアークを見学
２７日 廃業した三重のブリーダーから犬１１頭レスキュー
   2日   日本聴導犬協会 アークを訪問
１０日 出張授業とワークショップ（高槻市内の小学校にて）
１１日 アーク理事会

アークメンバーズクラブ
ARK Members Club
ダイアモンドパウ / Diamond Paw : ¥10,000/月
ルビーパウ / Ruby Paw : ¥5,000/月
サファイアパウ/ Sapphire Paw: ¥3,000/月
パールパウ/ Pearl Paw : ¥1,000/月
ファミリー会員 /Supporting member: ¥10,000/年
サポート会員 /Helping Hand member: ¥5,000/年
個人会員/Subscription member : ¥3,000/年
スポンサー制度 ARK Sponsors

１８日 神戸GreenDogにて里親会

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

ARKで必要とするもの
犬用 処方食 (h/dドライ, d/dドライ, c/d,
i/d, phコントロール, スキンケア系ドライ)、
ドライフード
（メーカー不問。
グロース／メンテ
ナンス/シニア）
、
缶詰、
おもちゃ、
ハーネス
（両足

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

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

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

E-mail:
一般
グッズ販売用
Web site

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

************************************
東京アーク Tokyo ARK:

Tel/Fax: 050-1557-2763

email: TokyoARK@arkbark.net

送金方法のご案内
郵便局：00940-0-250984
P.O. Account: 00940-0-250984

アークは非営利・非政治の私設団体
です。活動費用のいっさいはメンバ
ーの方々の会費や一般からの寄付
によって支えられています。

お知らせ

更新月が近づいたアークメンバ
ーとスポンサーの方々には、
これ
ましたが、
その他の方からも振込
用紙のご要望が多くありましたの
で、ニュースレターに振込用紙を
同封するようにいたしております。
ご不要の方は破棄して頂けます
よう、お願い致します。
また、
この
用紙でご寄付などを頂く場合に
は、通信欄にその用途をご追記く
ださい。
よろしくお願い致します。
アーク事務局

Things we need

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

Things we need
dried senior/maintenance/growth
dog food,
shampoo, bitter apple spray

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

を通すタイプ）、
中・小型犬用の首輪（布製）、
ベ

canned food, kitten food, toilet sand, scratch-

ッド、
シャンプー（低刺激性のもの）、
ビターアッ

ing boards, toys, Katsuobushi

プルスプレー

Rabbit: rabbit food

猫用  処方食(w/d, r/d)、
フロントライン、子猫用フード
（缶詰・パウチ・ドライ）
、
成猫用缶詰＆

General: antiseptic soap for hands, mineral water, pet sheets, tissue

ドライフード、
おもちゃ、
爪とぎ、
猫用ベッド    

paper, toilet paper, blankets, 45l garbage bags, bedding plants for gar-

一 般：デ ッ キ ブ ラ シ 、柄 の 長 い ほ う き 、ブ リ キ の バ ケ ツ 、ペ ットシ ー ツ 、タ オ

den, spring bulbs, printer ink for Canon iP4700 & Epson PM-G4500,

ル・バ ス タ オ ル（ 使 い 古 しで も O K ）、タ オ ル ケ ット 、古 新 聞（ チ ラ シ を 除 く ）、

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

布 ガ ム テ ー プ 、ハ イ タ ー 、キ ッ チ ン ペ ー パ ー 、ミ ネ ラ ル ウ ォ ー タ ー 、

buckets with lids for food storage, gum tape, blankets, kairo hand

粉末洗剤または粉石鹸、プリンターインク（Canon-iP4700／EpsonPM-G4500用）、

warmers, replacement head for clippers, high pressure hose, hose pipe

バリカン 替 え 刃（ S P E E D I K １m m 〜６m m ）、カイロ（ 2 4 時 間 用・貼らないタイプ ）、

over 20m, kerosene fan heater, clear cases

ホ ワ イト ボ ー ドマ ー カ ー（ 黒 ）、油 性 マ ジ ック（ 黒 ）、植 物 の 苗・球 根 、高 圧 洗 浄 機
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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

までも振込用紙をご送付して参り

１９日 「スコッティッシュ・パブナイト」
開催
（神戸KRACにて）

7月

00970-9-58799

アークをご支援下さる皆様方へ

１６日 西宮 KenKenClub にて里親会

6月

サンクチュアリファンド Sanctuary Fund

三菱東京UFJ銀行 日生中央出張所
Tokyo-Mitsubishi UFJ Bank (Nissei Chuo
branch) (普) 5288059
特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

Visiting ARK?

5月

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

00900-0-151103

A Voice for Animals

RSPCA 国際協会員
WSPA会員

