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"One of the reasons we so love these amazing beings is they allow us to see, with
greater clarity who we can be. Reflected in our dogs' eyes is a world that is far
better,always loving, not judgmental, and endlessly forgiving. Through our love of them
we live there, too."
Blessings, Leslie Bean
犬の恵みに感謝
この驚くべき生きものが皆に愛されるのはなぜか─ひとつには、私たちのあるべき姿を彼らがはっ
きりと示してくれるから。犬の目に映る世界は、人間の目で見るよりもずっと素晴らしく、常に愛と
思いやりに満ち、寛容そのもの。犬を愛すれば、私たちもその世界に生きることができるのだ。
─レスリー･ビーン

アーク15 年の歩みを振り返る─独自の方針を守り続けて

昨

ジェフ･ブライアント

年 6 月、まさに動物福祉活動の手本に

タート当初と比べると、今では、アークの活

ながら、現実には、里親に譲る前に不妊手術

なるような場面に遭遇しました。神戸

動範囲と経済的、および人的資源は相当大き

を済ませるケースはきわめて少数です─と

市北部の郊外に住む私が最寄りの小さな駅で

くなっています。当然ながら、保護、救出さ

りわけ、子犬／猫の場合は。資金不足という

切符を買っていると、ミャーミャーという鳴

れる動物の数も増えました。しかし、この組

口実があるにせよ、実は、この方針に賛成で

き声が聞こえてきました。
「あれ、捨て猫かな」

織には、16 年間、一貫して変わらない明確

早期不妊手術を実践できる獣医師が容易に見

と思いながら、キオスクの隣にある倉庫用の

な特徴がいくつかあります。以下に述べる特

つからないのが最大の障害です。私どもはこ

部屋の中をのぞいたところ、なんと、人なれ

色こそ「アークの柱」にほかなりません。

れまでの苦い経験から承知しています ─

した、かわいい成猫が 2 匹いるではありませ
んか。私はすぐさまカウンターの女性に尋ね

人々がいくら約束しても、どれほど細かく事
後チェックしても、網目からもれるケースが

去勢避妊手術の推進

ました。猫は、彼女と同僚の女性とで世話を

必ずあることを。そうすれば、また、「もと
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している野良猫であることが判明。2 匹は、

設立当初から、アークは公言してきました

の木阿弥」
に戻ってしまうのです。米国のジェ

不妊手術済みで、駅の裏に小さい住みかをあ

─「避妊去勢手術こそ野良犬猫の頭数を抑

フ･ヤング獣医師は自ら13万頭以上のペット

てがわれ、店が開いているときは、倉庫で暮

制し、保健所による殺処分数を減らす最善策

に不妊手術を施し、50人を超える獣医に早

らしていたのです。電鉄会社側は良い顔はし

である」と。最初のうちは、この見解を示す

期不妊手術テクニックを指導してきた第一人

ないものの、猫が増殖しない限り、黙認して

団体は私どもだけで、周囲から反論されたも

者ですが、彼の言葉を借りれば、
「シェルター

いました。女性たちはわずかな収入に頼り、

のです。しかし、アークはこの問題を主張し

が不妊手術を済ませていない動物を里親に譲

近くの公営住宅に住んでいるとか。地元の獣

続け、「早期不妊手術」のような新手法紹介の

るのは倫理に反する行為」なのです。

医師たちとレスキューグループの援助を受け

ために率先して奮闘してきました。獣医学界

ていました。実にうれしい驚きでした。野良

はこの分野でかなり進歩はしたものの、まだ

猫の数は相変わらず多くても、手を差し伸べ

まだ十分とは言えません。2004 年、ドクター

ようとする人たちも増えているのです。

･マッキー（Dr. Marvin Mackie : 獣医学博

アークに動物が保護されているのは、ペット

士、去勢避妊手術の専門家）が来日し、この

飼育に伴なう様々な責任に無頓着な人がいた

16 年前、数名のグループがエリザベス・オ

簡単な手術を促進する 米国で獣医師が果た

という証拠。従って、里親志望者に面接を

リバーの食卓のまわりに集まり、アークを結

してきた多大な役割について講演しました。

し、受け入れ家庭の状況などを十分に把握す

成しました。彼らは、動物が現実に受けて

米国、英国、ヨーロッパ、オーストラリアの

る作業が欠かせません。アークの見解からす

いる扱いを容認できませんでした。「草の根

動物保護団体は、長年にわたり、この解決策

れば、社会が基準を上げるべきで、その逆で

運動」は大抵このようにして始まるものです

を主張してきました。日本で動物レスキュー

あってはならないのです。そして、私どもは、

─ 何もしない行政を見かねた一般市民が

やリホーミングに携わる人の多くは、動物の

この方針の成果を見てきました。譲り受けた

自ら変化をもたらそうと動き出すことで。ス

幸せのために不妊手術は不可欠であると認め

ペットを連れて意気揚々とアークに「里帰り」

リホーミングに関する厳格なガイドライン

Fifteen Years and Counting

L

Jeff Bryant

ast June I had an encounter that kind of summed up where things are in

Emphasis on Neutering

terms of animal welfare. I live in northern Kobe in a somewhat rural area.

Since it's inception, ARK has proclaimed neutering as the best answer to

As I was buying my ticket at the small station near my home I heard meowing.

reducing stray numbers and hokensho killing. For a while it seemed like we were

"Oh no", I thought, "probably a litter of kittens has been dumped here". I peeked

the only group talking about this, and we encountered many who disagreed.

into an open storage room next to the kiosk to find two beautiful, friendly adult

But ARK kept pressing this issue and even fought for the introduction of new

cats sitting inside. I immediately asked the lady at the counter about the cats.

methods such as early neutering. The veterinary community has made some

Turns out that they were local strays that she and the other lady who worked

progress in this area, but they could do a lot more. In 2004, Dr. Marvin Mackie

there were looking after. Both cats had been neutered and given a small shelter

DVM and spay/neuter specialist, visited Japan and talked about the major role

behind the station. When the shop was open, the cats stayed in the storage room.

that vets played in the US in promoting this simple operation. Welfare groups

Although the train company was not happy about the situation, they allowed the

in the US, UK, Europe, and Australia have long been advocating this solution.

cats to stay as long as they didn't proliferate. Both of these women were on fixed

Although almost everyone involved in rescuing and rehoming animals in Japan

incomes and living in nearby public housing. They had gotten help from some

regard neutering as an essential part of animal welfare, in reality very few,

local vets and rescue groups. Wow, what a pleasant surprise ! Although there still

especially in the case of puppies and kittens, neuter before adoption. There are

are plenty of strays around, there are more people trying to help.

some financial excuses but for most, finding veterinarians who agree with and
who can perform early age neutering, is the biggest obstacle. As ARK has found

Sixteen years ago, a group of people gathered around Elizabeth Oliver's kitchen

to its cost, however much people promise, however many after-checks are made,

table and formed ARK. For these people, the status quo for animals at that time

there are always some who'll slip through the net and we are back to square

was unacceptable. Almost all grassroots movements begin in this way, average

one in terms of numbers. And to quote American veterinarian Jeff Young, who

people who see the government doing nothing take it upon themselves to

has personally sterilized over 130,000 companion animals and trained over 50

make changes. Since that beginning, ARK's scope and resources have grown

veterinarians in early age neutering techniques," it is unethical for any humane

considerably. Of course the number of animals being rescued and cared for has

society to adopt prior to neutering."

also increased. But during the past sixteen years there are several hallmarks or
characteristics of the organization that have not changed. I like to think of these

Strict Rehoming Guidelines

features as 'pillars of ARK. '

The reason that most animals are at ARK is because someone did not think
through carefully all that is involved in owning a pet. So it makes sense to
interview and consider fully the circumstances of potential new owners. From



する家族がどんなに多いことか。また、健康

を作ること。」年４回発行の季刊広報誌は、

であり、今後とも、大切に守っていくつもり

で、幸せで、明らかに、甘やかされた「新し

ネットワーク構築に大きく貢献してきまし

です。

い伴侶」の写真を送ってくる人もいます。彼

た。その誌面には、動物愛護法の最新情報か

らの多くは、犬を初めて室内で飼っているの

ら、新入り仲間について語るバジャーのコメ

です……何という変化でしょう。最近の調査

ントに至るまで、バラエティに富んだ記事が

によると、日本のペット数は 1900 万頭とか。

載っています。本号がニュースレター第 62

何とかして動物の役に立ちたい─私どもが

実に、15 歳以下の子供の数を上回る数字で、

号ですから、計算してみると……16 年間に

必死で願う気持の指針となる質問がひとつあ

これを支えるペットケア産業は 90 億米ドル

わたり、ただの１回も欠けずに発行されてき

るとすれば、それは、「この子にとって何が

（円に換算して約１兆円）規模に上るそうで

たことにお気づきでしょう……震災後の“て

いちばん幸せか？」ということ。

す。７割以上の飼い主がペットを「家族の一

んやわんや”
のときでさえ。これは、オリバー

員」と考えているとか。この傾向は心強い徴

代表が、支援を寄せて下さる皆様と心を通わ

食べ物のタイプ、寝る場所、散歩の長さ、特

候であるとは言え、現実には依然として問題

せ、連絡をとり続けることの大切さを常に意

別ケアの種類……などについて、私どもは絶

が多いことを我々は知っています。例えば、

識してきたことの表われです。

えずこの質問を繰り返しています。それは、

相変わらず、犬の「つなぎ飼い」が容認され
ています。夜間に飼い猫を外に出しておく危

安楽死

シェルターの活動ことごとくに浸透し、……
そして、
「逝かせる」決断についても同じこと。

透明性

多くの動物が若くしてアークにやって来まし
アークは、創成期から今日に至るまで、寄付

た─つまり、彼らはここで年を重ねていく

います。進歩はしたものの、まだまだ、理想

金などの収入と支出について詳細に報告して

わけですが、16、17、18 歳、いや 19 歳

にはほど遠いのが現状です。

きました。これは、どんな事業にも重要です

になってもまだ生きているものもあります。

が、特に、NPO にとっては絶対不可欠です。

もはや手の尽しようがないとき、苦しみが始

しかし、情報開示の透明性は、会計報告だけ

まったとき、QOL（生活の質）が維持でき

ではなく、アークの方針と活動内容について

なくなったとき、そのときこそ、愛する人の

今日、動物病院の待合室では、読み物に不自

も同様に重要です。動物を何頭受け入れ、何

腕の中で尊厳を保ちつつ、安らかに旅立たせ

由しません─ペットフード会社の PR 新聞、

頭が里親に引き取られたか、死亡した保護動

たいものです。「死もまた生の一部」であり、

ペット商品通信販売誌、ペット保険のパンフ

物の数……など、シェルターのあらゆる面に

私たちは、そのどちらも尊重すべきではない

レット、それに、アークのニュースレター。

ついて。支援して下さる皆様と私どもの関係、

でしょうか。

アークが宣言する目標のひとつは、「動物を

また、（前述した）ネットワークとの関係、

愛し、ともに生きる社会を目指し、その苦し

どちらも、信頼に基づいています。この信頼

みから救うために活動する人同志の連絡組織

関係こそが私どもの「かけがえのない財産」

ニュースレターの発行

ARK's point of view, society needs to raise it's standards not the other way

touch with our supporters.

around. And we have seen the results of this philosophy. So many proud families
that have adopted animals from ARK return with them to say hello. Others send

Transparency

us pictures of their healthy, happy, and obviously spoiled new family members.

Over the years ARK has always made it a point to meticulously report how much

Many of these people have for the first time allowed dogs in the house; what a

money has been donated and how that money has been spent. This is important

change ! Recent surveys put Japan's pet population at 19 million, that's more

for any business, but for an NPO is especially essential. But transparency not

than the number of children under 15, and this is supported by a 9 billion US

only pertains to the accounts, but also to our policies; how many animals we take

dollar pet care industry. Over 70% consider their pet as a member of their family.

in, how many are rehomed, how many pass away in our care, all aspects of the

But while these are encouraging signs, we know that in reality there still is a

shelter. Our relationship with our supporters or the network mentioned earlier,

long way to go. Chaining is still an accepted way to keep a dog. Many still see no

is based on trust. And we shall continue to count that trust as one of our most

danger in letting their cat roam at night. Some still don't see the need to to protect

valued possessions.
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種やフィラリア対策は必要ないと考える人も
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険を知らない人もいれば、いまだに、予防接

their pets with vaccinations and filaria medicine. Again progress is being made,
but we're not there yet.

Euthanasia
If there is one question which informs and guides every effort that we make on

Newsletter

behalf of those we seek to help it would be, "what is in the best interest of THIS

Walk into a vet's waiting room today and you'll find no lack of reading material.

animal ?"

Pet food company newspapers, pet goods mail order magazines, pet insurance

From the type of food, where to sleep, how long to walk, what kind of special

pamphlets and the ARK newsletter. One of ARK's stated goals is to 'create a

care, we are constantly asking this question. It pervades every action we take

network of people who love animals, believe in sharing their lives with them,and

here at the shelter, and even the decision to let go. Many animals came to ARK

who work actively to rescue them from suffering.' The quarterly newsletter has

in the early days which means they are now reaching the end of their life but are

been a played a major role in building this network. A whole range of articles,

still healthy 16, 17, 18 or even 19 year olds. When animals are beyond 'saveable'

from the latest developments in animal law to Badger's thoughts on recent

treatment, when suffering is about to begin, and when quality of life reaches a low

visitors to ARK, can be found in these pages. This is newsletter number 62 and

ebb, it is time to euthanize, to let them die with dignity in the arms of people who

if you do your maths you'll notice that not one issue has been missed in the past

care. Death is part of life and we respect both.

sixteen years, even during the hectic days of the earthquake. That's because
Oliver-san has always known the importance of communicating and keeping in



International Training Course run by the Dogs Trust
Dogs Trust 主催の国際訓練コースにアーク職員が参加
Three ARK staff were fortunate enough to be invited to join the Dogs Trust International Training Programme held in the UK for a week in March. They were
overwhelmed by the generosity and hospitality they received and returned inspired to put into practice many of the things they learnt on this course. ARK
would like to thank the Dogs Trust for the warm welcome our staff received and for giving them this great opportunity.
Their impressions and reports follow:

3 月に、アークのスタッフ３名が、英国での「Dogs Trust インターナショナル･トレーニング･プログラム」に招待され、1 週間参加する機会に
恵まれました。3人は、彼らに示された深い配慮と歓待に感激し、コースから学んだ貴重な経験を今後に活かしたいと意欲に燃えて帰国しました。
私どものスタッフをあたたかく迎え、この素晴らしい機会を与えてくださった（英国の犬保護団体）ドッグズ･トラストに心から感謝を申し上げます。
参加スタッフの感想とレポートをご覧ください：

Differences between English and Japanese shelter
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or me who has only seen the animal welfare situation in Japan, the
international training programme organized by the Dogs Trust was
full of surprises.
The DogsTrust has a Head Office in London, and 17 Rehoming
Centres all over Britain. The Head Office is run like a large company;
accounting, human resources, PR, order taking, answering the
telephone,are all part of the work.The Rehoming Centres are also
well organized and efficient. The DogsTrust only takes in dogs, so the
kennel staff can concentrate on dog care. One person takes charge of
around 10 dogs, a much better environment than at ARK, where one
staff is in charge of double that number.
I was really envious of the DogsTrust's emphasis on human resources.
New staff are given a training period of six months, and all staff have
regular training as well. Each centre is closed one day a week to
provide a staff training day. This creates a good environment where
staff confidence rises, performance levels increase and they can give
better training to the dogs in their charge. The net result is an increase
in the rehoming rate. It is very difficult for ARK to put aside one day
a week for staff training, as we just don't have enough time, given the
number of animals we have to look after. This is because the way a
shelter is viewed in society is different between Japan and Britain, and
working in a shelter is considered a proper job in Britain.
One big difference between the DogsTrust and ARK, is that the
DogsTrust declare "We are not a shelter but a Rehoming Centre."
When they take in dogs for rehoming, their assesment is very
strict. The DogsTrust does not accept a dog when it is judged to be
unadoptable. This differs greatly from Japan, where people often take



Asuka Hirata

unwanted pets to the 'Hokensho.' There is no Hokensho in Britain,
so if a shelter does not accept an animal, the owner will take it to a
veterinarian for euthanasia. In Japan, most people cannot differentiate
between painless euthanasia by injection and the Hokensho where
dogs are gassed. Most owners deciding to give up their dog take it
to the Hokensho saying "I cannot kill it by myself". This is the worst
fate. Dogs taken to the Hokensho spend terrified days before finally
meeting death by suffocation accompanied by pain in the gas chamber.
Although euthanasia is not accepted in Japan, it should be seen as
a last peaceful moment in the arms of a loving owner. Of course it is
best for an owner to take full responsibility for their dog and keep it till
the end, but this is seldom the case in Japan where people buy dogs
impulsively like toys from pet shops. In this kind of environment, it is
difficult for ARK to become a Rehoming Center, as more than half the
dogs at ARK have problems making them difficult to rehome. At the
DogsTrust, the rehoming rate is over 90%, with more than 10,000 dogs
per year being adopted. Although even in Britain it seems difficult for
older dogs compared with young dogs to be rehomed, dogs which
are well socialized can eventually find new owners. I earnestly hope
that in Japan where it is common to buy a puppy from a pet shop, that
"adopting a dog from a shelter" becomes the norm. If people don't
understand how to bring up a puppy, the dog it becomes will lack
proper socialization and so have difficulty finding a new home through
a shelter.
The DogsTrust has "No Kill" policy and gives repeated chances to
dogs which are difficult to rehome. There is a "Training Centre" where
a professional trainer trains dogs with behaviour problems. Although
only 4 or 5 dogs can be trained in a year and the cost is high, it is
worthwhile. For the dogs which prefer other dogs to people, there is
a "Sanctuary", and also an "Old Dog Home" where dogs can live out
their natural lives. ARK also has a plan to have a "Sanctuary" for old
dogs. ARK would almost empty if our old dogs went to a Sanctuary.
Rehoming of old dogs is difficult in Japan. There are a lot of lovely old
dogs at ARK. If someone wants to have a dog but has no confidence
to keep it for 15 years, please visit ARK. I am sure you can find a dog
which will suit your needs .
Finally, another participant in the programme was a veterinarian from
Bosnia. She is now making the preparations to open the first shelter
in Bosnia. Although the war ended in 1996, Bosnia is still a relatively
poor country. But even so the city is prepared to put up the money to
build a shelter. Although it is not large amount, it is really significant, a
stark contrast to Japan where no public shelters exist and tax money is
only spent on killing animals in the hokensho. I really want Japan,as an
economically advanced country, to put animal welfare into practice.

イギリスと日本のシェルターの違い
ているところです。日本ではリホーミングセ

平田

明日香

に入ってもリホームが難しいのです。

ンターという言葉は聞き馴れないと思います
DogsTrust は “No Kill”を方針としており、

いるセンターです。里親さんに出すことを前

リホームの難しい犬たちに何度もチャンスを

提に保護を行うため、犬を引き取る際には慎

与えています。問題行動のある犬にはプロの

重に分析し、その犬がリホーム可能か否かを

トレーナーがつきっきりでトレーニングする

審査します。リホームが無理と判断された場

“トレーニングセンター”があります。ここで

合、引き取りは行わないそうです。ここが日

は年間 4 〜 5 頭しかトレーニングできず、

本と大きく違うところなのですが、イギリス

コストもかかるけれども、きちんと意味を成

には保健所がないため、シェルターが引き取

しているとのこと。人とは生活できないけれ

らないと判断したら、飼い主は獣医に連れて

ども犬には大丈夫、という子には“サンクチュ

行って安楽死を行うでしょう。日本では安楽

アリ”
、老犬たちが暮らす“オールドドッグホー

死、また保健所に対する知識が薄いため、犬

ム”
と、最期まで生かすための努力が伺えます。

を手放すと決めた飼い主は「自分の手で殺す

アークでも老犬ホーム（アークではこれをサ

なんてできない」と、とりあえず保健所に入

ンクチュアリと呼んでいます）を設立すべく、

れてしまうことが殆どで、これは最悪なパター

基金を集めていますが、アークに暮している

ンです。保健所に入れられた犬は怯えながら

老犬が皆サンクチュアリへ行ったら、アーク

と思った点についてご報告したいと思います。

数日を過ごし、最後にはガスによる苦しみを

はガラガラになるでしょう。それだけ、日本

伴う窒息死を迎えるのです。日本では安楽死

では老犬のリホームは難しいのです。犬のこ

DogsTrust はロンドンにあるヘッドオフィ

はまだまだ受け容れられていませんが、保健

とをよく分かってらっしゃる方がアークから

所とは異なり、大好きな飼い主の手の中で、

老犬をもらって下さると、スタッフ一同「奇

注射によって安らかな最期を迎えることがで

跡だ！」と狂喜乱舞の有様です。アークには

きるのです。もちろん、安楽死をしなくても

とても愛らしい老犬が沢山います。犬を飼い

いいように飼い主が責任を持って最期まで飼

たいけどご自分の年齢を考えると 15 年も飼

い続けることが一番ですが、おもちゃのよう

うのはちょっと…という方、ぜひアークへお

にペットショップで衝動買いできる日本では、

越しください。きっと、同じ歩調で一緒に人

まだまだ難しいことでしょう。こういった環

生を歩んでくれる犬に出遭えると思います。

私

達アークスタッフ 3 名をインターナショ
ナルトレーニングプログラムに招待して

くれた DogsTrust は、今まで日本のシェル
ターしか見たことのない私にとって、全てが
驚きの連続でした。イギリスのシェルターをご
覧になったことのある方は少ないと思います
ので、特に日本とは違って恵まれているなあ

ス（本部）
と、イギリス中に在る17のリホーミ
ングセンター（里親探しを行うセンター。増
設中。
）から成り立っています。ヘッドオフィ
スには保護動物はおらず、経理・人事・広
報・受注・電話応対等々、大企業さながらの
組織・役割分担ができています。アークのよ
うに、犬の声がうるさくて電話の声が聞こえ
ない…といったことは当然ありません。また、
仕事の分担がきちんとできているようでした。
DogsTrust は犬のみの保護を行っており、ケ
アスタッフも犬だけに集中する事ができ、尚
且つ、一人当たりの担当する頭数も10 頭前
後と、アークに比べて恵まれていると感じま
した。何より羨ましく思ったことは、人材育
成をとても大切にしているしていること。新
しく入ったスタッフには 6 ヶ月間のトレーニ
ング期間があり、また、その期間が過ぎても、
毎週決まった曜日をセンターの休苑日にし、
スタッフのトレーニング日を確保しているそ
うです。それにより、ケアスタッフ自身の技

ることは難しく、リホームの難しい犬たちが

話がそれましたが、最後に。今回のプログラ

アークの半分以上を占めるという状況を呼ん

ムには東欧のボスニアからも一人参加者が

でいるのです。DogsTrust ではリホーム率

あったのですが、彼女は獣医で、ボスニア初

は 90％以上。年間 1 万頭以上の犬をリホー

のシェルターを開く準備をしているところで

ムしています。イギリスでも、やはり老犬は

した。1996 年に戦争が終わったばかりで、

若い犬と比べてリホームは難しいようですが、

人間のケアもまだ充分でないであろうボスニ

小さいうちからきちんと社会化のできている

アですが、市が資金を出すそうです。その額

犬は、必ずリホームできるのです。子犬をペッ

は決して大きくはないけれども、引き取った

トショップから買ってくるのが当たり前な日

犬は意地でも出そうとしない保健所にお金を

本でも、早く「シェルターから引き取る」と

かけている日本とは大違いです。経済先進国

いうことが当たり前になってくれることを

の日本も、そろそろ福祉に本腰を入れて欲し

願って止みません。知識のない人が子犬から

いものだと、しみじみ感じました。
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リホーミングセンターにも細かく組織があり、

境から、アークがリホーミングセンターにな

A VOICE FOR ANIMALS

が、里親さんに出すために犬を一時保護して

飼うと、社会化ができていず、万一シェルター

術がアップし、担当している犬にもより良いト
レーニング・ケアができ、リホーム率がアップ
する、という何とも羨ましい好循環が成り立っ
ているようでした。アークの様に収容キャパ
オーバー同然で、朝から晩まで息つく暇もな
く犬猫の世話をしているような状態では、週
に一度、スタッフのトレーニングデーを確保
するのは難しいことです。これは、社会にお
けるシェルターの位置付けの違いだと言える
でしょう。イギリスでは、シェルターでの仕事
がきちんと職業として成り立っているのです。
また、DogsTrust とアークとの大きな違いは、
DogsTrust は自分達のことを「シェルターで
はなく、リホーミングセンターだ」と言い切っ



イギリスのシェルターに学ぶ ─ ファンドレイジング（資金集め）、PR
防音ガラス張りの清潔なアドプション・ホー

平島梨華

ていただけたら、と願っております。

ル（里親に出る犬の部屋）、広大な敷地の中
に整然と並ぶ犬舎、そして犬たちのストレス

ファンド・レイジング（資金集め）

を軽減してくれる青く広々としたドッグラン

資金は活動の基盤。ドッグズトラストでは、

でした。日本のシェルターしか見たことのな

従来のものから、ユニークな方法で資金獲得

かった私は、そのあまりの規模と設備のすご

に成功しています。

さに、ため息をつかずにはおれませんでした。

……………………………………………………
1. ウェルカム・コテージ
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当然のことですが、シェルターや団体を運営

「ウェルカム・コテージ」は、イギリス、フランス、

するには、しっかりとした組織と人材、そし

アイルランド内の貸し別荘の会社。ドッグズ

て運営の基盤となる安定した資金が必要不可

トラストは、ウェルカム・コテージと提携し、

欠です。日本の多くの団体は、その資金集め

ドッグズ・トラストのホームページ内からウェ

に苦戦していると聞きます。しかし驚いたこ

ルカム・コテージの予約をすると、宿泊費の

とに、現在ではイギリス中に15の 施設をも

10％が寄付されるシステム。また、犬の料

つまでになったドッグズ・トラストですら、

金は無料で、更にオフピーク時には約 5000

今から約15〜20 年前までは、
資金繰りに困っ

円のおこずかいまでもらえる。2004 年の開

ていたそうです。日本では「チャリティー」

始以来、約 400万円の寄付を受けたそう。

という概念自体がまだ新しい為、寄付などに
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よる資金集めに苦労しますが、その精神が深

２. ギフトカタログ

く浸透したイギリスにも悩みはあります。他

ドッグズトラスト・オリジナルグッズもあるが、

のチャリティー団体との競争が激しいため、

一般の業者の製品も販売し、コミッションと

いかに人々の支持を得て、寄付を獲得するか

して売上の15 〜２０％がドッグズトラストに

という、日本とは違ったイギリスならではの

入る仕組みになっている。ドッグズトラスト

悩みです。そして数あるチャリティー団体の

のグッズは、どれもセンスがよく、また様々

らく多くの方がそうであるように、私

中で、大きな成功を収めているドッグズトラ

な製品があるので、楽しくお買い物ができる。

もまた今回初めてイギリスのシェル

ストでの研修から今回、ファンドレイジング

3. ドッグズトラスト・クレジットカード

ター、ドッグズトラストを訪問した時にはと

と PR について、実に多くの事を学ぶ事が出

日本も随分と広がってきた、クレジットカー

てもびっくりさせられました。歴史を感じさ

来ました。これを、今後の活動に生かしてい

ド使用による活動支援。利用金額の数パーセ

せる街並みとは対照的に、私達を迎えてくれ

きたいと思っております。また、これを読ん

ントが、クレジットカード会社よりドッグズ

たのは、真新しいフレンドリーな印象を与え

だ方々も、何らかのアイデアを得て、各々の

トラストに寄付される。

る大きな入り口と受付ホール、そこから続く

活動や日本における動物福祉の向上に役立て

恐

Learning from Shelters in the UK - Fund Raising and PR

Rika Hirashima

W

hen I visited one of the largest shelters in the UK at the Dogs Trust to

1. Welcome Cottage

attend the International Training Programme, I was very impressed. In

'Welcome Cottage' is a cottage renting company. If one makes a reservation for a

contrast to the historic buildings in the town, we were welcomed by a large,

cottage through the Dogs Trust web page, the Dogs Trust receives 10 percent of

friendly, modern entrance and reception hall which led to a clean adoption hall

the rental fee. In addition, dogs can stay for free. Since its start in 2004, the Dogs

sealed with soundproof glass. Neat rows of kennels stretch over the spacious

Trust has received about 20,000 pounds.

area, and huge dog runs which help to reduce the stress on dogs are wellmaintained. I had only seen shelters in Japan so I sighed at the difference in

2. Gift Catalogue

scale and facilities.

In addition to the well-designed Dogs Trust original goods, the Dogs Trust also

It should be understood that the management of a shelter or an organization requires

cooperates with other companies and receives 15 to 20 percent of the profit

a well-organized structure, good human resources and stable funding which is the

through products purchased in the Dogs Trust gift catalogue.

foundation of management. I have heard that many organizations in Japan have a
difficult time raising funds. However, surprisingly, the Dogs Trust which now has 17

3. Dogs Trust Credit Card

centres across UK also had a difficult time about 15 to 20 years ago. The concept

The Dogs Trust receives a small percent of the amount paid by the Dogs Trust

of "charity" itself is new to many Japanese people so it is often hard to raise funds

credit card from the card company. People can support the Dogs Trust activities

but in the UK where the concept of "charity" is well known, they also have their

by their purchases.

own problems with fund raising because there is so much competition from other
charities. The Dogs Trust has been very successful in spite of the competition and I

4. Membership

consider myself lucky that I could have the opportunity to receive training from such

There are 15,000 Dogs Trust members. Members can choose the membership

an organization. I would like to utilize what I have learnt not only for ARK but also for

fees ranging from: 10 pounds/month to 15 pounds/month, or 250 pounds for a

the benefit of animal welfare in Japan. Also I hope you can get some ideas from this

life membership.

article and make use of it for your organization.

Members receive:Third Party Insurance (in case a member's dog injures or
damages a third party or another's property, it insures up to 1million pounds), car

Fund Raising

sticker, Dogs Trust magazine, gift catalogue and the Dogs Trust guarantees to

Fund raising is the foundation of all activities. The Dogs Trust has been

look after their dogs in cases of emergency .

successful by using both ordinary and unique fundraising techniques.



4. メンバー

こと。昨年は約２６億円が遺産より寄付された。

ド ッ グ ズ ト ラ ス ト は、 全 国 に 約1万5000

所に犬を連れて行き、里親を募集したり、教
育を行う（犬はその場では里親に出さず、後

人のメンバーをもつ。会費は月額 3000円、

PR 活動・イベント活動

2000 円、または永久会員５万円の中から選

動物福祉の向上のためには、人々への教育、

べる。メンバーには、以下の得点が。

そして効果的な PR が欠かせません。昨年

５．学校教育

─第三者保険（飼い犬が第三者に怪我を追わ

１万頭以上の犬に新しい家庭を見つけたドッ

若い世代に動物福祉の大切さと、ペットの家

せたり、所有物を破損した場合、上限２億円

グズトラストは、以下の方法で啓蒙活動を

庭における位置付け、そして動物への思いや

まで保障）、メンバーにもしものことがあっ

行ったり人々の関心をひいているそうです。

りの教育する事は大切なこと。ドッグズトラ

た場合、ドッグズトラストが犬を引き取り面

……………………………………………………

ストには、教育専門の部署があり、学校に赴

倒を見る、カーステッカー、ドッグズトラス

１．プロジェクト

いて授業をしたり、インターネットからダウ

ト・マガジン、ギフトカタログ

日センターに来てもらう）。

「ホープ・プロジェクト」では、ホームレス

ンロードできるキッズ用資料を提供。

の飼っている犬に不妊手術や医療を無料で提
5. スポンサー

供。これまでに、947 頭の犬に治療や不妊

また、ドッグズトラストは、昨年オリバー

ドッグズトラストの、最も重要な収入源のひ

手術を行ってきた。

も 参 加 し た International Companion

とつ。驚く事に、昨年はスポンサーから７０億

Animal Welfare Conference（国際コンパ
２．インパクトのあるパンフレット

ニオンアニマル会議）を開催したり、私達の

を出し、全国に約１９万人ものスポンサーがい

インパクトのあるデザインのパンフレット

ような他の国で活動している人々を広く受け

る。システムは、アークのスポンサーとほぼ

は、人々の関心をひくのに欠かせないもの。

入れ、イギリス国内だけでなく、世界の動物

同じで、里親に出るのが非常に難しい子達の

ドッグズトラストのパンフレットは、どれも

福祉の向上へも大きく貢献しています。

スポンサーを募るもの。スポンサー料金は、

メッセージ性が強く、デザインもよい。

週 200円、週 400 円、または任意の料金を
３．マイクロチップキャンペーン

シップを贈る人もいるとか。

イギリスでは、マイクロチップの挿入は獣医

スポンサーには、以下の特典がある。

以外でもできるので、各センターのスタッフ

─スポンサー証明書、犬の写真入葉書、ピン

が 2000 円で一般の人の犬にマイクロチッ

バッジ、カーステッカー、ドッグズトラスト・マ

プ挿入を行う。生活保護を受けている人には、

ガジン

無料で提供。

６．遺産

４．キャンペーン車

日本ではあまり行われないが、遺産をチャリ

大型犬も楽々入る犬舎が３つも入る大きなト

ティー団体に残すのは、イギリスでは一般的な

ラックで、スーパーマーケット等人が集まる

5. Sponsorship

3. Micro-chipping Campaign

This is one of the major sources of funds for the Dogs Trust. There are 190,000

Micro-chipping does not require a veterinary license in the UK unlike Japan so

sponsors and the Dogs Trust received 35 million pounds from this system last

micro-chipping is done by the staff at each shelter and it costs only 19.50 pounds.

year. The system is very similar to that of ARK, looking for sponsors of dogs

People in the area bring their dogs along for micro-chipping. For people on

which are very difficult to be rehomed. Sponsors many choose sponsorship fees

welfare benefits, it is free.
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設定できる。友人にギフトとして、スポンサー
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円の収入を得たそう。テレビや雑誌にも広告

starting from 1 pound/week. Some people use this as a gift for their friends.
Sponsors receive:A sponsor certificate, a postcard with his/her choice of sponsor

4. Campaign Vehicle

dog, pin badge, car sticker, and the Dogs Trust magazine.

They take dogs to places where many people gather such as super markets
using a big truck equipped with kennels inside to promote rehoming or to educate

6. Legacy

people. They don't rehome the dogs there but if people want one of them, they

This is not common in Japan but making a bequest to charities is very common in

can come to the centre later.

the UK. About 13million pounds were donated to Dogs Trust last year.
5. Education
Educating the younger generation about animal welfare, a pet as a family
PR/events

member, and compassion towards animals are very important. The Dogs Trust

Education and effective PR are essential for the improvement of animal welfare.

has an Education Department and they go to schools to give lessons and provide

The Dogs Trust found new homes for more than 10,000 dogs last year by using

materials which are down-loadable from the internet.

techniques below:
In addition, the Dogs Trust has been actively working for the improvement of
1. Project

animal welfare internationally by accepting acitivists from other countries like

'Hope Project' provides free medical treatment for dogs of homeless people. They

us or organizing the International Companion Animal Welfare Conference in

have provided veterinary treatment for about 1,000 dogs.

cooperation with North Shore Animal League International which Elizabeth Oliver

2. Leaflets with impact

attended last year in Croatia.

Leaflet design is very important. They should have impact, attract people's
attention and send a message.



Choco

チョコ

チョコが来て３日。鼻をペロっと舐めてくれたり、外出から帰るとシッポ
を振ってくれたりするようになりました。腕に手をかけて「撫ぜて」という
しぐさもしてくれます。おとなしくて頭が良くてべっぴんで、今の所叱ら
なければいけない事が全くないんです。チョコに出会えて大変嬉しく思っ
ています。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
Within three days of Choco coming to live with me she showed me what an
affectionate dog she is. She licks my nose and wags her tail when I come home.
She puts her paw on my arm and begs me “pet me pet me!” She is quiet, smart and
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beautiful. There has been no need to scold her so far. I am very happy that I met her.
Thank you.

マリンとシンバド

Marine and Sinbad

ジッパー

Zipper

マリン（写真手前）を頂
いてから早５ヶ月にな
ろうとしています。４
年前にアークから我が
家にきたシンバド（写
真奥）ともすっかり兄
妹のように仲良しで
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す。冬の間は雪の中で
足の甲を雪玉だらけに
して２匹で走り回りま
した。
It has been almost five months since we adopted Marine. She is getting along with Sinbad,
who also came from ARK four years ago, just like brother and sister. In winter, they got
covered with snow when they played outside.

Doby

ドビー

吠えつづけ、飛びつきは８０％無

ジッパーは我が家にきた初日から完全に馴染んで

くなり、５ヶ月間で１１ｋｇ太りま

います。車が大好きなのでどこへでも連れて行っ

した。しつけ 方 教 室に来られる

ています。家の外に少しスペースを確保できる予

き裂きました。芦屋浜を１時間走

よ。ただ、鳥や猫を見つけてしまった時は、
“つ

犬達ととてもうまく遊んでいます。 定なので、そうすればもう少し自由にできるでしょ
う。お散歩中の引っ張り癖は随分改善されました
７日間でボール３つとお布団を引
り回ります。

け”
なんて聞きませんが。息子達はジッパーの名前
を１つに決めきれず、２つの名前で呼んでいます。

Doby has almost stopped barking

姓はホッブウスで、
“チェスター”
という名前によ

continually and jumping at us. He's

く反応しています。

gained 11kg in last five months. I take
him to a training lesson and he enjoys

Zipper has been a perfect fit from the start. He loves the

playing with other dogs. He tore seven

car and I take him with me everywhere. I'm soon to have

balls and a futon to shreds in the space

an outdoor space dog-proofed and that will give him a little

of a week. He spends an hour playing

bit more freedom. He is getting better at not pulling on the

and runing along Ashiya beach.

lead, although birds and cats distract him from his mission to
“heel”. The boys couldn't decide on one name so he has two.
He responds well to Chester and Hobbes is his surname.



トミ

Tomi

うちに来てから4kg 増え、ただ
今 9kg です。
“ お 手”
と
“ 待 て ”は

ベロナ

Verona

できるようになりました。お留
守番もおとなしくでき、とてもお
りこうさんです。お 友 達もでき、
散歩も楽しいです。
Verona gained 4kg after she came to
our home and weighs 9kg now. She
learned how to give a paw and wait.
She waits patiently when everybody
is out and is so smart. Now she has
made some friends and we enjoy
walking together.

トミが来てから早いもので２週間が経ち、馴染
んだようで部屋の中をよくうろうろしていま

キャディ（もえ）とシェビー（トゥーカン）
Moe (Caddy) and Chebby (Toucan)
ＡＲＫのみなさん、お久しぶり

ですが、チョコは後ずさりしながら遠目に見て

です。私もえです。新しい名前

います。後はチョコが受け入れてくれるのを待

はキャディといいます。生後約

つだけです。

６ヶ月11kgになりました。キャ
ディってキャデラックの愛称な

Two weeks have passed since Tomi came and she

んですって。ＡＲＫでトゥーカン

seems to have got used to our house and often wanders

と呼ばれていた私のお兄ちゃん

around the room. Tomi goes to Choco who is another cat

のシェビーはシボレーの愛称。

living with us, but Choco steps back and watches Tomi

私達のお父さんの車好きが伺え

from a distance. I am waiting for Choco to accept Tomi.

るでしょ？２月に他界したシェ
ビーお兄ちゃんとは２ヶ月くら

ジョージ

いしか一緒に暮らせなかったけ

George

ど、おてんばな私をお兄ちゃん
んな事を教えてくれたわ。
Hi, everyone in ARK ! This is Moe.
It's been a long time. My name is
Caddy now. I am six months old and
weigh 11kg. Did you know Caddy is a
nickname for Cadillac? My brother's
former name was Toucan and his
new name Chebby is a nickname for
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はいつも甘えさせてくれて、色
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す。トミは先住猫のチョコにすり寄っていくの

Chevrolet. Now you see how much our daddy loves cars, don't you? I had only two months with
my brother, Chebby since he passed away in February. But he had taught me lots of things.

チビ
少しジョージが中年太り気味になって来てる様

チビが来てもうすぐ 5 ヶ月にな

な気がして…。だんだん甘えたさんになって、

ります。大きくなりました。毎日、

足に飛びついて来て抱っこをねだるようになっ

私が学校から帰ると迎えてくれ

て、皆からおじさんなのにおかしいぞなんて冷

ます。
最近は縄跳びを使ってジャ

やかされています。

ンプの練習をしています。また

Chibi

アークへ遊びに行きます。
George looks like he is developing a middle-age spread.
He behaves more and more like a baby, jumps at my leg
and pleads to be held in my arms. He is being teased by
others in my family.

Chibi came to live with my family
five months ago. He is so big now!
He welcomes me every day when I
come home from school. I have been
trying to teach him “jump” using a
jump rope. I will visit ARK someday.



イギリス研修レポート

藤原

未来子

（ちなみにネコはい

…！！！羨ましいことに、イギリスは、日本のよ

ません）散歩、えさや

うに山々に囲まれた地形ではなく、どこまでも、

り、掃除、犬のケア

平地が続く地形で、シェルターは広大な土地を

などです。驚いたこ

簡単に確保することができるのです。

とに、散歩中、犬は
みなマズル（口輪）を

マイクロチップを挿入するところも実際に拝見

つけていました。理

することができました。マイクロチップは日本

由を聞けば、特にな

ではまだなじみの少ないものですが、大変重要

いということでした

なものです。万が一犬が家から逃走しても、マ

が、犬たちが加える

イクロチップを埋め込んでいれば、逃走中、首

危害の軽減のためだ

輪が抜けたりしたとしても体内に迷子札がある

と思われます。

ので、捕獲されたときに、すぐどこどこの誰そ
れさんと、探しやすくなります。私は今までマ
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私

私が一番興味深かっ

イクロチップの挿入を見たことがなかったので

たことは、犬舎のデ

すが、チップを埋め込むということなので、痛

ザインです。ユニー

そうに見えましたが、案外予防接種の時のよう

クな犬舎が沢山あり

に、一瞬でことが終わりました。犬も、なにも
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は外での（犬の世話）仕事をしているので、

ました。すでに建設されていないとおっしゃっ

感じてない様子でした。DOGSTRUST では、

今回研修でお世話になった DOGSTRUST

ていたパラソルケンネルは、上から見るとパラ

約 2000 円でマイクロチップを受け付けていま

ソルのような形で、中心から対角線上に区切ら

す。見学当初も一般の方がマイクロチップの挿

れて個室になっています。外を見渡せて、両サ

入をお願いしにいらしてました。日本でも動物

まず最初に、どうやってケンネルスタッフにな

イドの壁はコンクリートなので犬同士が吠えあ

病院などでマイクロチップ登録を行っていると

れるのか。DOGSTRUST のスタッフになるに

うこともありません。そして、ガラス張りの犬

ころがありますので、迷子札が不十分な方は、

は、面接はもちろんのこと 6ヶ月の研修期間が

舎は非常に見えやすく、気に入った子をすぐに

是非お勧めいたします。

あり、研修インストラクターと共に机上で研修

見つけられそうです。吠える声もガラスでおさ

します。DOGSTRUST の方針や、組織の説明、

えられ、防音効果もあります。掃除の機能的さ

アークも時々、マスコミの取材をうけますが、

規約など、この団体の一員になるために必要な

といえば、とてもすばらしく、排水などきっち

私たちが滞在していたときも、TV クルーの姿を

ことをすべて理解したうえで仕事が始まります。

りしています。そして墓地も設備されています。

みました。丁度、年に一度のビッグイベント犬

人間と同じように、花を飾り、ネームプレート

のドッグショ−
“クラフツ”が開催されていたの

また、どのような人たちが働くのでしょうか。

やそのこが好きだったおやつやおもちゃを供え

で、それもあってマスコミの方がよく来るんで

スタッフとボランティアで仕事をしています。

て、亡くなったあとも温かく見守っている……

すか？と尋ねると、「今の時期だけじゃなく、よ

スタッフたちは若い方から年配の方までいます

そんな気持ちが伝わりました。

く取材に来て、テレビのニュースなどで放送さ

の現場の状況をレポートさせていただきます。

が、犬の世話などは比較的若いスタッフ（20

れているよ」とおっしゃってました。次の日の朝、

代から 30 代）が目立ちます。勤務時間は８時

犬の運動場にも驚かされました。見学したシェ

テレビをつけるとニュースで DOGSTRUST で

から 17 時です。ボランティアは仕事をリタイ

ルターによって広さの違いもあるのでしょう

保護された８匹のダルメシアンの里親を募集す

ア去れた方が多く、週 2、3 のペースで来ます。

が、 と に か く 広 い ん で す。「 今、 犬 が DOG

る内容が報道されていました。イギリスは動物

ボランティアと一目見てわかるように、服には

Exercise Area（運動場）
にいますよ」と言われ

のニュース
（ペット事情）
に敏感で、些細な事柄も、

バッジをつけてお手伝いをします。

見てみると、私たちの距離からは犬と人は米粒

国民が注目していて、協力し合っているのがと

にしかみえないほどの大きさ。広すぎて唖然と

てもすばらしいと感じました。

さて、仕事内容とは何かというと、ケンネルス

しました。イギリスに到着してまずシェルター

タッフは１人約10前後の犬たちの世話をします。

を見て最初に感じたのは、牧場のように広い

DOGSTRUST はイギリス１７ヶ所にシェルター
を持つ大きな組織です。ですから犬が里親にで
るチャンスを多くするために、工夫されていま
す。１年以上は同じシェルターにいないよう、
１年里親さんとの縁がなければ、次に別のシェ
ルターに移され、里親にでる機会をつくりま
す。そうやって去年のリホーム頭数は、なんと
10,367 頭という驚かされる数字。私たちが滞
在していた１週間の間にも毎日毎日犬は幸せな
家庭を見つけていました。
「土日にはこの駐車場が里親希望の人の車でいっ
ぱいになって、まるでスーパーマーケットのよう
さ」と笑顔でおっしゃってたのが印象的でした。
私たちは、シェルター見学以外にも、すばらし
い経験をすることができました。先ほどもでて
きましたが、年に一度の犬のビッグイベント
“ク
ラフツ”への参加です。世界中から、いろんな技
をもった犬やめずらしい犬が集まり、まさに犬
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A Gift of Love

愛の贈り物

ご主人に先立た
れたら、誰が僕
の面倒を見てく
れるの？

Who'll look after me
when you're gone?

Do you ever wonder, "What would
happen to my dog or cat if I were to
die suddenly ?" You are not alone.
Many owners worry what would

─遺言書があるからダイジョーブ！

happen to their pet (s) should they
become incapacitated or die.

もし私が急死したら、この子はどうなるのだろう……飼っている犬／
あなただけではありません。

ARK is ready and willing to take care of your pet should

多くの飼い主が、自分が死んだり世話できなくなった後のペットの将

something happens to you but to ensure a safe and happy future

来を気にしています。

for your pet(s) , you need to make preparations. You need to leave
instructions in a Will confirming that you would like ARK to look

アークは、万一あなたの身に何かが起きても、愛犬／猫をお世話させ

after your pet(s). This is essential to ensure that there will be no

ていただきます。ただし、ペットの将来を安全で幸せなものにするに

confusion about your wishes.

は、準備が必要です。飼っているペットの面倒をアークに頼みたい旨
を明記した遺言書を用意しなければなりません。これは、ご意思につ
いて混乱を防ぐために絶対不可欠です。

If you love animals there is a great way to make your
love last - by leaving a gift to ARK in your Will.

もしも、あなたが動物を愛するなら、その愛を存続させる妙案があり

Recently ARK has received several inquiries from people

ます─それは、遺言を残して、アークに遺贈すること。

worrying about their pet's future when they pass on and also
about donating assets through a will. Bequests or legacies have
long been a mainstay for established animal welfare organizations

く末を案じる人からの質問と、遺言による財産寄付についての問合わ

in Europe and North America.

せが数件ありました。ずいぶん前から、欧米の確立した動物福祉団体
では、「遺贈」が組織を支える“頼みの綱”となっています。この種

Donations of this type greatly enhance the stability and long term

の寄付は、それを受ける動物保護団体の安定性と長期にわたる財政的

financial health of animal charities who receive them and people

健全性に大いに貢献し、しかも、寄贈者自身も、遺産が愛の証として

are assured that their legacy is a gift of loving care for animals for

将来にわたり動物のケアに使われるという保証を得られるのです。

years to come.

私どもは、「遺産贈与制度」（仮称）設立を目指し、現在（複数の）弁

ARK is now in discussions with lawyers to set up a legacy-giving

護士と検討中ですが、その中には、「残されたペットのお世話」も含

programme that includes the care of pets left behind. Anyone

まれています。この制度に関心をお持ちの方は、アークの岡本までご

interested in participating in this programme should contact Ms.

連絡をお願い致します。（電話番号：072-737-0712）

Okamoto at 0727-37-0712.

の祭典といった感じでしょうか。企業ブースも

ペーン活動をしている団体に出会ったことです。

しまうことかもしれませんが、人にとってとて

あって、日本でもおなじみのドッグフードの会

PR ビデオをみて、胸の中でざわざわと何か吹

も身近に存在する犬猫を食することに、疑問を

社がずらりと並び、新作フードの試供品配布や、

き溜まりのようなものが沸いてくる感覚を覚え

感じてしまいました。

販売なども充実していました。

ました。小さなケージに何匹も入れられた犬猫

シェルターの PR ブース、イギリスケンネルク

たち。そこへ、鉄のさすまたが近づき、恐怖に

今回の研修は私にとって大きなものを得るもの

ラブのしつけ教室、犬たちが楽しげに披露する

怯え、怒り狂う動物の首をつかんで、あらあら

となりました。今まで、日々仕事に追われてじっ

アジリティードッグショー、気品あふれる自慢

しく別のケージに放り投げ、その末路は…表現

くり考えることができなかった「動物シェルター

の犬のドッグショーなどなど、目が回るほどの

するにもいいようのない、残酷さが映し出され

とか何か」「日本とイギリスの何が違うのか」。

面白さでした。

ていました。中国では犬猫を食べる。それは以

私なりに、答えを見つけて帰国しました。もう

前から聞いてはいたものの、実際の状況をみる

一度、初心に戻って、今後も日本での動物福祉

その中で、もっとも私が衝撃をうけたのは、中

のは初めてで、私にはとてもつらかったです。

に少しでも明るい未来が広がるよう、私たちは

国の犬猫食肉文化をやめさせようとするキャン

文化の違いと言ってしまえば、それで終わって

懸命に活動を続けていきます。
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最近、アークが受けた相談事に、自分の死後に残される愛犬／猫の行

A VOICE FOR ANIMALS

猫について考えたことがあるのでは？
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ビンゴ･パブナイト開催─ 英国に渡る犬たちを支援して

Bingo Pub Night

BON VOYAGE
４月 29 日、アークは、ロンドンのバタシー･ドッグズホームに送り出す犬た
ちを支援する集い「ビンゴ･パブナイト」を KRAC（神戸レガッタ＆アスレチッ
ククラブ）で開催しました。催しにはアーク会員と支援者 140 人が参加して
盛会に終わり、グッズの販売、ビンゴゲーム、オークションによって 100 万
円以上の収益を上げることができました。ご協力ありがとうございました。
施設を無料提供して下さった KRAC に心から感謝を申し上げます。各種賞品を寄付して下さったアラ
ン･ギブソン氏、FIELDNOTE、及び、COMMUNICATES の皆様、ありがとうございました。また、
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フジ子･ヘミング様ご寄贈の（サイン入り限定版）版画数点はオークションのいちばん人気で高値を呼
んだことに感謝し、厚く御礼を申し上げます。
会の成功のために裏方として奮闘してくれたスタッフの皆さん、ありがとう。最後に、当夜の進行役
をつとめたスタッフ、アラン･ギブソンとジェフ･ブライアントに特に感謝致します——ご両人の軽妙
なやりとりとユーモアあふれる司会振りは場を大いに盛り上げ、このイベントを素晴らしいものにし
てくれました。
ARK held a Bingo Pub Night at the KRAC ( Kobe Athletic & Regatta Club) in Kobe on 29th April to raise funds
for the dogs going to Battersea Dogs Home in London.
It was a very popular event with 140 ARK members and supporters attending. Through the sale of goods, the
Bingo game and the Auction, we were able to raise over one million yen.
Our thanks to the KRAC who lent their facilities for free, to FIELDNOTE and
COMMUNICATES and Alan Gibson who donated prizes and to Fujiko Hemming
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whose signed limited edition prints were much sought after and drew high bids in
the Auction.
Thanks to ARK staff who worked hard behind the scenes
to make sure everything went smoothly and special thanks
to our MCs, Alan Gibson and Jeff Bryant, who with their
repartee and banter gave the evening star show quality.

チコとエスは年とった飼い主さんにかわいがられていた。毎
晩、おじいさんはエスと、おばあさんはチコといっしょにね
た。やがて、からだが弱ってきたふたりは、家を出て老人ホー
ムにはいることになり……犬たちと泣く泣く別れなければな
らなかった。そんなわけで、チコとエスはアークで暮らすこ
とになったんだ。それから 4 年間、ふたりは、ときどき“子
どもたち”に会いに来てくれた。

これでこの話はオシマイのようだけど、実は……うれしいこ
とに、ムスコがようやく迷いからさめて、オクサンと別れよ
うと考えてるんだって。そうすれば、おばあさんは、たった
ひとりの仲良しといっしょに暮らせるよね。 と思ったら、やっ
ぱりヨメが戻ってくるんだって。ザーンネン！やっぱりいく
じのない男だったってこと。
さいごは、ジャスパーのお話：
ジャスパーは、おとなしく、ひかえめで、やさしい小型犬。
あわれな状態で徳島の町をさまよっているところをアメリカ
人女性に助けられた。ひどい皮ふ病にかかっていて、しかも、
ヘルニアで「こ関節」がダッキューしていた。犬をしんさつし
たじゅう医さんは、「助からないから、もとの所にもどしてき
た方がいいよ」と女性に言った。
アークに来てから、ジャスパーはシュジュツを３回うけて、
すっかり元気になった。徳島のお医者さんは「ノライヌなんか
助けるねうちがない」と信じていたのか……それとも、自分に
能力がないのをかくそうとしただけ？

And a different story.......
One day an old woman came to ARK clutching her little
old Pomeranian. "I have to be rid of her," she wept. When
we asked "why?", she poured out her story. She had lived
with her son and her little dog but when he got married his
new wife began to rule the roost. The old woman retreated
into one room with her dog ( despite the fact she owned
the house) , but still the young wife taunted her. " We don't
want that dirty dog in this house." Finally she gave an
ultimatum; if the dog didn't go, she would. She took the
baby and returned to her parent's home. The old woman,
seeing her son unhappy (what a wimp !) and desperate
for peace, agreed to get rid of her only joy in life. You can
easily guess who'll be the next one they'll get rid of.
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ある日、ひとりのおばあさんがアークをたずねて来た─小
ちゃな年とったポメラニアンをしっかりと胸にだいて。「この
子を手ばなさなければならないのよ」と彼女は泣いた。「どう
してですか？」とたずねると、おばあさんは事情を話しだした。
彼女はムスコとポメラニアンといっしょに暮らしてきた。と
ころが、ムスコが結婚すると、オヨメサンが家を“しきる”よ
うになった。（自分の家だというのに）おばあさんは犬をつれ
て一室に引きこもることに……それでも、オヨメサンは「うち
には、あんなきたない犬はいりません」と言って、おばあさん
をいじめるんだ。そして、とうとう申しわたした ─「犬が
いすわるのなら、私が出て行きます」と。彼女はアカチャンを
つれて実家に帰っちゃった。おばあさんはムスコがガッカリ
して─いくじのない男だこと─ ヨメと
“ヨリをもどし”
た
がっているのを知って、ついに、たったひとつの“生きがい”
を捨てることにした。若ふうふが次に“しょぶん”したいのは
誰か……わかるでしょう？

hico and Esse were much loved by their elderly
owners. The husband slept with Esse while his wife
slept with Chico. As they had become frail, they were
forced to give up their home and move into a retirement
facility, which meant they had to make the heart-breaking
decision to part with their dogs. So Chico and Esse came
to ARK. That was four years ago and when they could,
their former owners came to visit them.
One day Chico had trouble breathing and needed to see
a vet urgently. We phoned the family to let them know this.
They told us the old woman had just passed away. As she
was rushed to hospital, Chico suddenly died in the car.
It was as if the old woman couldn't bear to be separated
from her beloved dog and had spirited her away so that
they could be together in the next world. I hope they have
crossed Rainbow Bridge together and are now reunited.
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ある日、チコの呼吸がおかしくなって、急いでお医者さんに
みせる必要があった。家族にれんらくをとったところ……な
んと、数日前におばあさんが亡くなったとのこと。そして、
チコも、病院にはこばれる車の中で急死したんだ。まるで、
愛する犬とはなれられないおばあさんが、あの世で仲よく暮
らせるように
“さらって”
いったみたいに。彼らは
“虹の橋”
をいっ
しょに渡って、今ごろは、再会を次は、別のお話……

C

Well that seemed to be the end of the story but I am happy
to report that the son has since come to his senses (finally)
and is thinking of divorcing his wife. This means his
mother will be able to live in peace with the only friend she
has.
And another tale..........
Jaspar is a quiet, unassuming, friendly little dog who
was rescued by an American, who found him wandering
in a pitiful state in the street in Tokushima. Apart from a
horrible skin condition, he had a hernia and his hips were
dislocated. The vet she took him to advised her to put him
back on the street as that was his 'fate'.
After coming to ARK he had three successful operations
which cleared up all his problems. I wonder if the
Tokushima vet really didn't consider a stray dog worth
helping, or if he was just covering up his incompetence.
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ニューヨークのボランティアから─日本への思いをこめて

Graphic by Celeste Toogood, Toronto Canada

私が動物好きなの

私は現在ニューヨークに住み、これまでの生涯の大半を米国で暮らし

は、 ず い ぶ ん 幼 い

ていますが、故国での動物に対する遅れた、非人道的な扱いを知るに

頃 か ら で す。 小 学

つけ、日本国籍を持つ者として戦慄を覚えました─とりわけ、ペッ

校低学年のときの

ト飼育に関する一般市民の無理解と、また、自治体当局の不適切な対

通 知 表 に、 作 文 の

応について。アーク関係者の話から、私は、この国の“不要な”ペッ

先 生 が「 あ な た が

トが直面する諸問題や、一方、彼らに救いの手を差し伸べ、大衆の意識、

書くのは動物の話

および、現在の日本のやり方を変えようと努める勇気ある人たちにつ

ばかりですね」と

いて知りました。大阪のある保健所からの最近の報告によると、保護

コメントしていま

した犬 1400 頭のうち里親が決まったのは 137 頭だけ、猫は 4000

す。 ち な み に、 私

頭のうち 30 頭しか引き取り手がないとか。これは、犬は 10％以下、

は、 高 校 生 の 頃 か

猫にいたっては１％に満たない割合です。この統計に私は気絶しそう

らベジタリアンで

なほどショックを受けました。抗議の意味から、日本国籍を捨てよう

す。 現 在、 犬 １ 匹

かと真剣に思ったほどです。

と猫２匹と暮らし
て い ま す が、 ３ 匹

アークにせよ、他の動物救援組織にせよ、活動資金はもっぱら一般人

と も、 街 で 助 け た

からの援助だけで、ボランティアの手によって運営されています。アー

動物です。ハリケーンカトリーナの後、数週間家に閉じ込められてい

クには、現在、犬 300 頭、猫 200 頭がいます。毎年 250 頭の新し

たペット救出の特集番組をテレビで見てから、帰る所がなく、見捨て

い犬を入れ、150 〜 160 頭についてリホーミングに成功しています。

セレステ・トゥーグッド

カナダ、トロント
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られた動物のために役立ちたいとあらためて思うようになりました。
銀座の（ショップとギャラリー空間）HaNNa では、東京事務所を開
ニューヨーク市 Animal Care and Control（動物のケアと管理局）

設したアークに協賛して、アークのニュースレターを無料配布してい

には、ボランティアの仕事がたくさんありますが、私は最近「ケージ

ます。5 月には、動物福祉意識向上と資金集めを兼ねて、ギャラリー

用のフトン作り」作業に参加し、動物のケージに入れるやわらかいフ

で展示会を開催しました。また、店内の掲示板にはアークの動物数匹

トンを縫ったり、猫のオモチャを編んだりしています。手作りのフト

を紹介し、里親を募っています。

ンやオモチャを猫のケージに入れた途端に、雰囲気がパッと明るくな
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るのがわかります。猫を気持良くさせ、一方、里親志望者の目をケー

この記事を読んだ方が、動物に対する同情心だけでなく、ボランティ

ジに引きつけるのです。今後もこの活動を続けて行くつもりなので、

ア精神や社会活動について関心を持ってくださることを私は心から

アーティストや服飾デザイナーの友達数人に声をかけて勧誘しまし

願っています。「ボランティア活動ってファッショナブルで、かっこい

た。ACC は、ニューヨーク市が動物福祉機関として委託契約してい

い！」と日本の皆様にも思っていただきたいのです。米国では、アー

る NPO です。保護動物のほとんどは犬猫ですが、時には、市の“住

ティストやミュージシャンなど、何人かの私の仲間も、さらには、有

民”としては異例の動物─例えば、体重 400 ポンド（約 180kg）

名スターたちも、自分の信じる主義のために時間とお金を惜しみなく

のトラ─だったりします。彼らは市の業務を請負っているため、市

提供しています。その中で私が特に好きなのは俳優のポール･ニューマ

民から持ち込まれたペットでも、迷い動物でも、すべてを引き受けな

ン─彼は自らの会社 Newman's Own で製造した有機素材のサラダ

ければなりません。2004 年には、５つの区から４万頭を超える犬猫

ドレッシングとかパスタソースを販売し、収益全額をチャリティーに

を保護しました。病気と行動審査を済ませた後、多くは、３箇所ある

寄付しています。また、元ビートルズのメンバー、ポール･マッカート

里親センターの 1 つに展示されて、新しい飼い主を待つことになりま

ニーとファッションデザイナーの娘さん、ステラ･マッカートニー─

す。同じ年度内に１万頭以上が里親に譲渡されました。この数字には、

ちなみに、どちらも、ベジタリアンです─も、積極的に活動を続け

他の動物救援グループが引き取った 6 千を超える犬猫は含まれていま

ています。

せん。日本の「保健所」とは異なり、ニューヨーク市でも、また、ア
メリカ全土の多くのシェルターでも、動物にはできる限り里親を募り、

あなたが信じるものは何ですか？

新しい飼い主を見つける努力をします。多くは、低料金での去勢／避

ることが出来きますか？

妊手術とか、“お年寄りには老犬を”─すなわち、高齢者が老犬をも

信します。

らう場合は手数料を安くする─など特別な制度を設け、また、引き

あなたは、自分の力で世界を変え

もちろん、出来ますとも！─そう私は確
（ハンナ･フクシマ・アーロン）

渡し後のトレーニングや行動相談を無料提供しています。

アーク「新東京事務所」を開設
アークは、昨年、創立15 周年を記念して東京事務所を設立。それ以来、２名のスタッフが東京代表をつとめ、ボランティア募集や PR 行事の開催、
大阪のアークにいる動物の里親を募るなど、精力的に活動を続けてきました。そして、今年 4 月、新たな拠点として、小さい庭がついた 1 階部分
のアパートを借りることができました。オフィス、集会室としてはもちろん、スタッフとボランティアの宿泊所、さらには、動物を飼い主が決まる
まで一時保管しておく場所にもなります。（そこに動物が捨てられる恐れがあるため）大田区のどこにあるかは公表できないものの、アーク会員はじ
め、支持者、ボランティアの皆様には施設をご利用いただけます。
訪問ご希望の方は、スタッフの宮尾陽子 (080-6517-8913) か ソフィー･カーン (080-6517-9632) まで、（または、アークまで）詳細をお問
合わせ下さい。東急池上線の雪が谷大塚駅から徒歩数分の所です。
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Volunteering in New York City

I

Hanna Fushihara Aron

have been an animal lover ever since I can remember. On one of my earliest

Japanese citizen I was horrified to find out the backward and inhumane treatment

report cards my Writing teacher commented on the fact that I only wrote

of animals in Japan , particularly by city authorities as well as the low perception

stories about animals. I 've also been a vegetarian since high school. I live with

of pet ownership by the general public. Through talking with ARK, I found out

a dog and two cats; all three rescued off the street. After watching a television

about the many problems facing this country’s unwanted pets and about the

special on the mission to rescue pets trapped in their homes for weeks during

courageous people trying to save them, trying to change the current Japanese

the aftermath of Hurricane Katrina, I recommitted myself to doing more to help

system as well as the public‘s perception. From a recent report from a “hokenjo”

homeless and abandoned animals.

in Osaka it stated that among the 1400 dogs taken in, only 137 were adopted and
among the 4000 cats taken in only 30 were adopted. That is less than 10% for

At New York’s Animal Care and Control they have many volunteer opportunities

dogs and less than 1% for cats. I almost fainted. I even seriously thought about

and recently I started with their “Cage Comforter” programme, sewing soft

giving up my Japanese citizenship in protest.

comforters for the animals’ cages as well as crocheting cat toys. When I put
these comforters and toys in the cats' cages, I could instantly see a brighter

ARK as well as other Japanese animal rescue groups are run solely on funding

atmosphere; the cats became more comfortable and perspective adopters' eyes

from the public and depend on help from volunteers. ARK, currently houses 300

were drawn to their cages. I am hoping to continue making these and have

dogs and 200 cats. They are able to take in 250 new dogs a year and re-home

already recruited a handful of artist and clothing designer friends to help as well.

150- 160 of them.

Animal Care and Control is a non-profit organization contracted by the City of
In participation with ARK, who just recently opened a Tokyo office, HaNNa store

they take in are dogs and cats, they have on occasion had to deal with rather

and gallery in Ginza has ARK’s newsletter available for free and in May we had a

surprising animals in city dwellings such as a 400 pound tiger. Because they

show at the gallery to promote animal welfare awareness as well as to help raise

are contracted by the city, they have to take in every animal that is surrendered

money. We also have a bulletin board featuring some of ARK’s animals ready for

to them or picked up as a stray. In 2004 they took in over 40,000 cats and

adoption.

dogs throughout the five boroughs. After evaluating them for illnesses and for
behaviour many are put up for adoption in one of three adoption facilities. Within

In writing this, I am hoping to spark interest not only in more compassion for

the same year, adoptions totalled over 10,000. These figures do not include over

animals but an interest in volunteerism and activism. I wanted volunteerism to be

6000 cats and dogs which were taken in by other animal rescue groups. Unlike

more fashionable, to be more cool in Japan. Many of my peers; artists, musicians

the Japanese “hokenjo”, the city shelters here in New York and many across

and even extremely famous stars take time to donate their time and money to

the United States, try very hard to adopt out as many animals as they can and

causes they believe in. Some of my favourites are actor Paul Newman who’s

promote good pet ownership. Many have special programmes such as low cost

company Newman’s Own makes organic salad dressings and pasta sauces and

spay/neuter programmes, Seniors for Seniors, where human seniors are charged

gives 100% of the proceeds to charity and former Beatle Paul McCartney and his

lower adoption fees to adopt senior pets, as well as being offered free pet

fashion designer daughter Stella McCartney who are both vegetarians.

training/behavioural consultation after adoption.
What do you believe in? Can you make a difference in this world? I'm sure you
Although I live in New York and have lived in America for most of my life, as a

can !

英国の新しい動物保護法

British pets are to be given 'FIVE FREEDOMS' under a new Animal

英国のペットは、近く議決予定の新動物保護法が議会を通過すれば、
「５つの自由」

Welfare Bill now before Parliament that aims to raise the standards

を保証されることになります。法案はペットの世話を怠る飼い主に罰金または懲

of animal welfare by fining or jailing owners who neglect their

役刑を科して動物福祉の水準を上げようというもの。「５つの自由」とは：

animals. These are :
Freedom from thirst, hunger and malnutrition
Freedom from discomfort
Freedom from pain, injury and disease

飢え、渇き、栄養障害からの自由（飢え、渇き、栄養障害がないこと）
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New British Animal Protection Law

A VOICE FOR ANIMALS

New York as the city‘s animal welfare agency. Although the bulk of the animals

不快からの自由（不快感がないこと）

Freedom to express normal behaviour

苦痛、傷害、病気からの自由（苦痛、傷害、病気を免れること）

Freedom from fear and stress

正常な行動を示せる自由
恐怖とストレスからの自由（恐怖とストレスを受けていないこと）

The freedoms include appropriate diet, suitable living conditions,
companionship or solitude as appropriate, monitoring for abnormal
behaviour and protection from pain, suffering, injury and disease.
Owners could be fined upto 5000 pounds or given a prison
sentence if a pet is kept in such a way that will inevitably lead to

ペットに保証する「自由」には、適切な食餌、快適な生活状況、接触と放任を適度
に図れる飼育環境、異常行動の監視、苦痛や怪我と病気の予防なども含まれます。
将来、明らかにペットが苦しむと予測される扱いをしている者には５千ポンド（約

suffering in the future. This is a significant shift from the current law

百万円）以下の罰金、または懲役が科せられます。現行の法律では、動物が現に苦

whereby action can only be taken against an owner if an animal is

しんでいるか、これまで苦痛を受けてきた場合にしか飼育者を告発できないので、

suffering or has suffered. Once the Bill becomes law, secondary

そこが重要な変更点です。法案が成立すれば、二次的な法律を定め、異なった種

legislation will be introduced creating codes of conduct for different
types of animals. Owners cannot be prosecuted for not complying
with a code but the codes may be used to assist in determining
whether or not an offence has been committed. The Bill is about
ensuring that pet owners have a duty of care towards their pets.

類の動物ごとに細かい行動規範を導入します。1つの規定に背いた飼い主を告発す
るのではなく、各項目は、違反が行なわれたかどうかの判定に役立てるものです。
ペット所有者に動物飼育義務を徹底させるのが新保護法のねらいです。英国の飼
い主の多くがこの点で責任を果たせるにせよ、今回の法改正は、飼育動物の福祉

Although the majority of pet owners in the UK are responsible in this

について理解も関心も持たない少数者に特に焦点を当てたもの。法律は、地方自

respect, the Bill is aimed at the few who do not understand or care

治体当局、警察、および、RSPCA
（王立動物虐待防止協会）検査官によって執行

about the welfare of their animals. The law will be enforced by local

されます。

authorities, the police and RSPCA inspectors.
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ARK Office アーク事務局
TEL: 10:00 〜17:00
072-737-0712 (1885)
FAX: 随時
072-737-1645(1886)
毎週火曜日は休苑日とさせて頂きます。
Office closed on TUESDAY

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。

送金方法のご案内

郵便局 Post Office:
●

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西
00900-0-151103

●

サンクチュアリ ファンド Sanctuary Fund
00970-9-58799

●

大規模レスキュー基金 Large Scale Rescue Fund
00970-2-267840

東京三菱 UFJ 銀行 日生中央出張所

Mitsubishi Tokyo U.F.J. Bank (Ikeda 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

2006年 2 月

3月
14 日
28 日

ケーブルテレビ 取材撮影
読売新聞社 ケーブルウエスト取材

4月
7日
8日
9日
12 日
14 日
22 日
14 日

講演会 於て英国大使館
雑誌
“AERA” 取材
MTV Cafe イベント参加
於て東京
読売新聞社 ケーブルウエスト放送
〃
オリバー 広島講演
ビンゴ パブ ナイト 於て神戸“KRAC”

**************************************
e-mail：一般

ark@arkbark.net

カレンダー販売 calendar@arkbark.net
その他のグッズ販売用
order@arkbark.net
www.arkbark.net

三井住友銀行 池田支店

**************************************

( 普 )1472705

Tel:080-6517-8913 (Japanese/ 日本語 )
080-6517-9632 (English/ 英語 )
email:TokyoARK@arkbark.net
送金方法のご案内
郵便局 : 00940-0-250984
P.O. Account : 00940-0-250984

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

東京アーク Tokyo ARK:

話またはファックスでお名前、ご住所、電話番号、送
金内容をお知らせください。

FOR YOUR CONVENIENCE
ARK members and sponsors can now take
advantage of a post office direct debit system
(Account no: 14100-94350271) to have money
transfered automatically from their account, to
pay their membership fee or to support their
special animal at ARK.
便利な自動払込みサービスを開始致しました。
払込み先口座番号

14100 ー 94350271
払込先加入者名

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。

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

Web site

Mitsui-Sumitomo Bank (Ikeda branch)

1 日 毎日新聞大阪支店 取材
15 日 “BOX”
インターネットサイト 取材
18 日 ブルガリアサーカス団 祝帰国パーティー
於て河内長野市
20 日 “VOICE”
にてブルガリアサーカス団につ
いて放送
22 日 ブルガリアサーカスアニマル 日本を出国
23 日 ブルガリアサーカス団員 日本を出国

特定非営利活動法人
アーク アニマルレフュージ関西
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

特定非営利活動法人
アニマルレフュージ関西
郵便貯金口座をご利用の方は
各局の方で手続きをお願い致します。
「払込金の種別は会費 33 です。」

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

ARKで必要とするもの
犬用：処方食
（c/d、w/d、i/d、ph コントロー
ル）
、その他ドライフード、缶詰め、おもちゃ
猫用 : 処方食
（w/d、ph コントロール）
、ド
ライフード、缶詰め、おもちゃ、かつお節、
猫トイレの砂、子猫用ミルク
一般 : タオル、柄の長いビニール製ほうき、
竹ぼうき、ブリキのバケツ、デッキブラシ、
水きり用のゴムベラ、柄のついた大きめの
チリトリ、ロール状のビニール袋
（20X30cm 位）
、45 ゴミ袋、カット綿、コット
ン、綿棒、ペットシーツ、ペットサークル、無香消臭スプレー、精製水、生理食塩水、
新聞、
クラフトガムテープ、
キッチンペーパー、
ティシュぺーパー、
トイレットペーパー、
犬用シャンプー、バリカンの刃、カラ−フィルム、ドッグフードの空袋
（大）
、油性ペ
ン、木材、コンパネ、セメント、空気入れ
（車、自転車、単車兼用）
、厚手ゴム手袋、
折畳み式長机、ヒートン各サイズ、しゅろ縄
（黒）
、エンジン式草刈り機、草刈り機
用替刃
（直径 22.5cm）
、針金、板材
（できるだけ大きなもの）角材、屋根用波板
特に必要なもの : よしず、猫用ツナ缶、子猫用フード、タオルケット、犬用包帯（ベ
トラップ）
、寒冷紗、ハイタ−、屋外用全天候対応掲示板、ミネラルウォーター、布
ガムテープ、キッチンペーパー

Things we need
Dog:Prescription Diet (w/d,i/d,c/d),
ph control) , dried dog food, toys,
Cat:Prescription Diet Food (w/d),
canned food, toilet sand, scratching
boards, toys, katusobushi, dried fish
General:towel, towelkets, bleach,
brooms, cotton wool, antiseptic soap
for hands, large vinyl trash bags (45L), drawing paper, large
paper (dog food) bags (used OK), toilet paper, pet sheets, tissue
paper, kitchen paper, vinyl poo bags, used newspapers, packing
tape,colour films, clear files/holders, bedding plants for garden
Special request:mineral water, bamboo sun screens, canned cat
food, kitten milk, towel sheets, elasticated vet wrap, bleach, large
outside weatherproof notice board,

