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They cannot ask for kindness
Or for mercy plead,
Yet cruel is our blindness
Which does not see their need.
World-over, town or city,
God trusts us with this task:

彼らには、
やさしさを求めることも、
慈しみを請うこともできない。
なのに、
その彼らの困窮を見過ごす、
我々の無知無関心がいかに残酷なことか。
この世のすべての町や都で
我々に任された責務とは。

To give our love and pity
To those who cannot ask.

自らの愛と、苦境への共感を
語らずの者へとさし向けること。

Edgar Guest 1881-1959

エドガー・ゲスト 1881-1959



Seniors for Seniors

J

apan’s ‘silver generation’, those over 65, are more active, have more

the average lifespan for a dog is around fifteen years, it might well out-

money to spend and a greater wish to enjoy themselves than any

live them. But all such thoughts fly out the window when they see a

previous generations in the same age group. The World Health Organi-

cute little ball of fluff in front of them.

zation (WHO) statistics show the Japanese, amongst 191 countries, to

Of course many of these little dogs are well-treated, we can say

have the longest life expectancy, on average 81 years. And Japanese

pampered; bought expensive designer clothes, fed special diets that

seniors view themselves as ten years younger than they actually are.

resemble the food their owners eat, and taken regularly to beauty par-

Most say their priority is to enjoy themselves rather than spend money

lours but all this dolce vita can suddenly come to a sudden end if the

on their children and grandchildren.

owner dies, is hospitalized or has to go into a care home. As we at ARK
know only too well these cases are increasing; we receive lots of phone

other oldies, babysitting the grandchildren or helping weed the garden,

calls from staff at care homes, from relatives who live in housing where

they want to live life to the full. High on the list of things they enjoy

pets are not allowed, or who have children with allergies, or who just

are: travelling, domestically or abroad and preferably on luxury tours;

don’t like dogs, (endless excuses ) or from anxious neighbours who say

fitness, joining clubs and buying health foods and drinks; shopping for

an animal has been left abandoned in a house. These are the ones we

brand (not mass-produced) fashionable goods and over half use com-

hear about and are able to help but an uncountable number get taken

puters and have mobile phones. On average they start several new

to the hokensho by heartless relatives, to face the terror and misery of

hobbies while in their 50s and the most popular are running/walking,

waiting days in bare icy concrete cells for death by gas.

eating out at gourmet restaurants and also gardening, rather than just

Statistics show us that dogs are beneficial for older people who

weeding. And since they feel the need to exercise and are still fit, a dog

become less lonely, and because they have to walk a dog they get out

makes the perfect walking companion.

more, meet more people, get more exercise, are healthier and are more

In the past they probably kept a mongrel on a chain outside the
house as a guard dog but now they see a dog, in a new light, as a

dogs are wonderful companions too.
At ARK we also think it is beneficial for dogs to be adopted by an

answer. And of course in pet shops only puppies are on sale especially

older owner who has more time perhaps than a busy family but we also

those of popular minature breeds with high price tags to match. Sen-

think it is important to meet the whole family, even if they live separately,

sible thinking seniors would perhaps think that buying a puppy might

so that if something happens, the younger family can take responsibiity

present problems; not only because puppies are a lot of trouble and

for that animal. We also try to talk them out of the idea of a puppy and

very energetic needing a lot of exercise and training, but also that given

recommend an older dog; seniors for seniors makes sense.

て最も活動的で、
自由に使えるお金を持ち、
人生を謳歌したいと望んで

います。
世界保健機関(WHO)の統計によれば、
世界191か国の中で日本人が最

も長寿で、
平均寿命は81歳です。
日本の高齢者は、
自分は実年齢よりも10歳若

エリザベス・オリバー
えます。
高級デザイナーの服を着て、
飼い主の食事に似た特別食をもらい、
定期
的に美容院に行くのですから。
でも、
こんな
「甘い生活」
も、
飼い主の死、
入院、
養

老院入居などによって突然終わるかもしれません。
そんなケースが増えているこ

とは、
誰よりも私どもが熟知しています。
アークには、
老人ホームの職員や親戚

からの電話がどんどんかかってきます。
家族や親戚はと言うと、
ペットを飼えな

むことを優先したいと言っています。

い住宅に住んでいるから、
アレルギーの子供がいるから、
犬が嫌いだから……

雑草引きといった従来の年寄りじみた生活パターンではなく、
人生を思う存分

ペットが残されています」
と心配した隣人からの連絡もあります。
これらは、
私ど

現在の高齢者は、
質素な暮らし、
老人仲間でのゲートボール、
孫のお守、
庭の

楽しみたいと考えています。
今後したいことの上位は、
豪華な国内／海外旅行、
健康維持のための運動、
趣味のクラブ入会、
健康食品の購入、
（大量生産品で

はなく）
流行のブランド品を買うことなどです。
半数以上がパソコンを使用し、
携帯電話を持っています。
50代の頃に新しい趣味を始める人が多く、
人気があ

るのは、
ジョッギングやウォーキング、
グルメレストランでの外食などで、
また、
（

雑草取りではなく）
ガーデニングも好まれます。
さらに、
犬がいれば言うことな

し——運動の必要性を感じ、
体力的にもまだ元気な高齢者にとって、
犬が最高
の
「散歩友達」
になるのですから。

かつて、
雑種犬を番犬として家の外につないで飼った人も、
「犬はおしゃれな

アクセサリー」
という今の時代、
さて、
「犬をどこから手に入れるか」
という問題に
行き当たります。
一般的にはペットショップですが、
当然ながら、
店で扱うのは子
犬だけ、
しかも、
今は特に人気絶頂の超小型愛玩犬が目玉の飛び出るような値

段で売られています。
賢明な高齢者なら
「子犬を買うのは考えものかな？」
と気

づくはずです—活発な子犬は運動やしつけが大変で世話がかかるだけでなく、
犬の平均寿命が15年位となると、
もしかすると飼い主の方が先に死ぬことだっ

てあるし—と。
しかし、
愛くるしい
「ふわふわ毛のかたまり」
を目のあたりにすれ
ば、
そんな不安はきれいに忘れ去ってしまうものです。

もちろん、
これらの小型犬の多くは大事にされ、
むしろ、
甘やかされていると言

国政府「環境・食糧・農村地域省」
（DE-

その他、
もろもろの理由を挙げ、
引き取ってほしいと言うのです。
また、
「隣の家に

もが事情を聞いて、
助けることもできるケースですが、
心ない親戚によって保健

所に送られ、
数日間、
冷たい、
殺風景なコンクリートの
「牢屋」
で恐怖と屈辱にお

ののいた末、
炭酸ガスによって命を奪われるペットが数多くいるのです。

統計によれば、
犬はお年寄りに良い効果をもたらすとか——犬との暮らしが

孤独感を癒やし、
犬の散歩で外出して人に会う機会も増え、
よく運動することで

も、
責任を持ってペットのニーズが満たされてい

FRA）
は、
「新動物福祉法2006」
の成立を

ることを確認し、
福祉基準を守るために適正な方

受けて、
ペット所有者が同法に基づく具体的な飼

法をとらなければならない。

養責任を確認できるように
「行動規範」
を作成し

ていましたが、
2008年11月、
猫／犬飼養規範、
および、
馬飼養規範の公布に至りました。
英国全

土の主要動物福祉団体からの提言と承認を得て

範は、
動物福祉法に基づく飼養者の具体的責任

猫：

を明示し、
実践方法について助言を与えるもので

- 猫は草食動物ではないから、
成猫にミルクは

ある。
これにより、
誰ひとりとして、
動物のケアを怠

必要ない。

っておきながら、
『知らなかった』
と言い逃れする

- 肥満猫は不健康である。

ことはできなくなる」
とのこと。
違反者に対する罰

- 飼養者は猫に適切な玩具と娯楽を与え、
猫が

金規定はないものの、
規範に従わない場合、
動物
虐待容疑で起訴される可能性があります。

者が注意すべき点を、
ごく一部だけご紹介します。

銭的にもケアの面でも長期にわたる大仕事であ

る。
ペットの生活スタイルを管理するのは飼養者

に他ならない。
すなわち、
飼養者は、
いかなる場合

のない伴侶だからです。

があるお年寄りに飼ってもらうことは望ましいと
思われます。
しかしその場合、
たとえ同居してい

なくても、
事前に家族全員に会うことが大切

であると私どもは考えています——まんいち
お年寄りに何かが起きたとき、
若い家族が

動物に責任を持ってくれることを確認する

ためです。
また、
私どもは、
ご年配の方には、
子犬にこだわるのではなく、年配の犬を飼

うようにすすめています。
「高齢者には高齢犬
を」
は、
理にかなった賢明な選択だからです。

犬、
他の動物とのふれあいを必要とする。

- 猫同様、
肥満犬は不健康である。

- 犬は食卓で食べさせると、
人間の食べ物をほ

しがるようになる。
犬の食事中に邪魔をしては

いけない。
食べ物をとられまいと、
攻撃的にな

るからである。

チョコレート、
干しぶどう、
ぶどうは、
犬猫ともに
有害である。
』

この英国版
「飼養規範」
は、
他国のペット所有者

にも有益なガイドラインになります。
特に、
シェル

ターが犬／猫を譲渡する際、
飼育経験のない飼

る限り提供すること。

は、
この
「飼養者のための行動規範」
全編について

- 猫にはとび乗ったり下りたりできる台が必要

なので、
安全に上り下りできる棚やタンスなど

を配置しておくこと。

- 飼養者は、
爪とぎや引っ掻き行為など、
猫の

「正常行動」
が何かを知っておくべきである。
ま
た、
ストレスのサインを見落としてはならない。

い主に渡すマニュアルとして最適でしょう。
アーク

日本語版を作り、
初心者の方に無料提供させて
いただきます。
個人／救援組織関係者で、
「飼養

規範」
（犬用、
猫用、
または両方）
郵送をご希望の

方は、
ファックスまたはメールで、
アーク事務局ま

でお申し込みください。

- 猫は孤独な生きものであり、
気が合わない他
の猫との接触が大きなストレス要因となる。

Codes of Practice for pet owners in UK

F

ollowing the passing of the new UK Animal Welfare Act in 2006, the

- Owners should provide suitable toys and entertainment for their cats,

Department for the Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

ensuring they are given enough stimulation to avoid boredom and to

has begun compiling Codes of Practice for pet owners to remind them

provide opportunities to satisfy all its behavioural needs such as play

of their responsibilities under the Act. In November 2008 codes for cat

and companionship.

and dog owners were issued and also one for horses. These codes

- Cats need opportunities to climb and jump such as simple platforms

have been drawn up with the approval of and feedback from all the

or safe access to shelves and tops of cupboards.

major animal welfare charities in the UK.

- Owners are told what constitues ‘normal behaviour’ such as clawing

Environment Secretary Hilary Benn said: “ These new codes of prac-

and scratching but should watch for signs of stress.

tice will outline the responsibilities under the Animal Welfare Act and

- Cats are solitary creatures and the most common cause of stress is

give practical advice on how to fulfill them. This means no one will

coming into close contact with other cats they don’t like.

be able to claim ignorance as an excuse for mistreating an animal.”
Although owners will not be fined for breaking rules, failure to comply

Dogs:

may be used in animal cruelty prosecutions.

- Unlike cats, dogs are a social species and need the company of

The Codes are very detailed running to many pages for each type of
animal but below are a few of the points for pet owners to consider.

健康になり、
病気や手術からの回復も早まります。
そして、
何よりも、
犬は申し分

アークの犬にとっても、
若い人に比べて時間的余裕

- 犬は、
猫と異なり、
社会的動物のため、
人間、

十分な刺激を受けて退屈しないように配慮し、
遊びや仲間など行動上必要なチャンスをでき

行動規範は、
動物別に何頁にもわたって詳細

われるものだが、
同時に、
重大な責任を伴い、
金

＊ 正常な行動がとれる自由を保証すること。
＊ 痛み、
苦しみ、
怪我、
病気から守ること。

ヒラリー・ベン環境省長官によると、
「新しい規

『ペットを飼うことは、楽しみでもあり、
また、報

＊ 健康的な食餌を与えること。

＊ ふさわしい仲間を確保すること。

完成したものです。

に記述したものですが、
ここでは、
ペット飼育責任

＊ 適切な居住空間を提供すること。

犬：
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高齢者には高齢犬を

今

英

likely to recover from illnesses or operations quicker and of course

fashion accessory, so how to go about getting one? A pet shop is the

の日本の高齢者、
すなわち、
65歳以上の世代は、
過去の同世代層と比べ

英国で制定された
「ペット飼養者のための行動規範」
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Not for them banishment to a life of frugality, playing gateball with

いと思っています。
彼らの多くが、
子供や孫のために金を使うよりも自分が楽し



Elizabeth Oliver

people, dogs or other animals.
- As with cats, obese dogs are unhealthy dogs.
- Dogs should not be fed at table as this can lead to begging and

"Owning and caring for a pet is great fun and very rewarding, but it is

should not be disturbed while eating as this can lead to ‘food-related

also a big responsibility and a long-term financial and caring commit-

aggression.’

ment. You control your pet’s lifestyle; it is your responsibility to make
sure that its needs are met, whatever the circumstances. You must take

And for all pets, chocolates, raisins or grapes are poisonous."

reasonable steps to ensure that it:
• Has a suitable environment to live in;
• Is able to behave normally;

• Has a healthy diet;

• Has appropriate company;

• Is protected from pain, suffering, injury and disease

We think these British codes of practice provide excellent guidelines for
pet owners everywhere. They are especially useful for rescue organizations to hand out to new dog or cat owners when an animal is adopted by
them. ARK has therefore had the complete codes of practice translated

Cats:

into Japanese to give to new owners. If you as an individual or member

- Cats are not vegetarian and adult cats do not need bowls of milk.

of a rescue organization would like us to send you the full copy for free

- An obese cat is an unhealthy cat.

(dogs or cats or both), please contact ARK office by fax or email.



The Dangerous Dogs Act in UK

T

he Dangerous Dogs Act 1991 UK was brought in after a series of

The Tosa dog,

Elizabeth Oliver

At present about 1000 American pit bulls are owned legally in the UK.

lawed the following breeds or types; (at the moment the four banned

The Princess Royal (the Queen’s daughter) was fine 500 pounds in 2002

types are not breeds recognised in the UK) .

when her English bull terrier named Dotty bit two children in Windsor

of the island. The Tosa breed originated in the second half of the
nineteenth century when the native Shikoku-ken was crossed
with European breeds such as the Bulldog, the Mastiff, the Great

Dane and the Bull Terrier. The aim was to breed a larger more

Pit Bull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, and Fila Braziliero.

powerful dog. The breed had its heyday between 1924 and 1933

The definition of what constitutes a type of dog such as a pit bull is
complex, even though the dog is a good family companion, it can still

of the courts, a prohibited dog may be granted exception status and

be deemed as a ‘pit bull type.’ Currently there is no DNA that deter-

placed on the Index of Exempted Dogs, providing they are; registered,

mines a pit bull terrier. Dogs are deemed pit bulls on account of their

neutered, tattooed on the inner thigh, micro-chipped, always be kept

physical confirmation, which is assessed by specially-trained police.

on a lead and muzzled in public, handled by someone who is at least

That is why when I visited the Mayhew Animal Home in London in

16 years old with valid third party insurance and be able to show the

October last year, two dogs looking identical were in adjoining cages.

Certificate of Exemption when requested. No owner may apply to have

However one had been designated as a ‘pit bull type’, therefore to

their dog added to the index, it is entirely a matter for the courts to

be euthanized the following day, while the other was designated as a

decide.

Staffie, or Stafforshire Bull Terrier. Of course all shelters are obliged to
notify the authorities when a dog looking like one the prohibited types
comes in, regardless if it may be a pure bred or cross breed.

fine of 5000 pounds and /or six months in prison. The dog may also
The Tosa is also banned in Ireland, Australia, New Zealand.

for seized dogs. (exemptions means being placed on the Index of Exempted Dogs, which can only be granted by the courts, and only after

Mayhew Animal Home like other shelters in the London area receive

the dogs have been seized because offenses have been committed).

a high percentage of Staffie-types as these are popular with gangs
operating in the Inner city area. Many of these breeds or types make

In addition, a person commits an offense if they breed from such a

excellent family pets, however they often end up in the hands of un-

dog, sell or exchange such a dog, make an offer of the dog as a gift,

scrupulous people which leads them to get a bad name.

エリザベス・オリバー

的に所有されています。
また2002年には、
ロンドン西方にあるウィンザー

1991年に
「危険な犬に関する法律」
が施行されました。
同法は、
特

の公園内で、
ドッティーと名付けられたイングリッシュ・ブルテリアが子供

定の犬種または血統の犬の所有を禁止し、
咬傷事件の発生時に飼い主

を噛み、
飼い主であるアン王女（現イギリス女王の長女）に500ポンド
（約

の責任を法的に問う内容です。
同法が禁ずるのは次の犬種です。
ピットブ

10万円）
の罰金が課せらるという事件が起こり、
話題になりました。
犬はそ

ルテリア、
土佐犬、
ドゴ・アルヘンティーノ、
フィラ・ブラジリエロ。
（正確に

の後処分されました。

は、
これら４種はいずれも、
イギリス国内では正式な犬種として認定され
ていません。
土佐犬に関しては、
イギリス以外でも、
アイルランド、
オース

しかしながら、
何をもって危険犬種と定義するかについては、
複雑な問題

トラリア、
ニュージーランドなどで所有が禁止されています。
）

をはらんでいます。
実際にはとても気質の良い家庭犬であるにも関わら
ず、
「ピットブル種」
と見なされてしまうケースもあるからです。
現時点では

同法は1997年に一部改訂され、
現在は、
裁判所の裁量によって例外的に

ピットブルの遺伝的定義は確立しておらず、
特別に訓練を受けた警察官

は、
英国を含む幾つかの国では飼育禁止になっ
ている犬種の１つですが、
その故郷は四国の高知
県土佐市です。
四国では闘犬と
（牛同士の）
闘牛が今でも行なわれ、
島
の
「伝統文化」
と考えられています。
19世紀後半、
土着の
「四国犬」
と、
ブ
ルドッグ、
マスティフ、
グレートデーン、
ブルテリアなどの洋犬を交配した
のが土佐犬の始まりで、
より大型で強い犬種をつくるのが目的でした。
1924〜33年頃が全盛期で、
当時日本には五千を超える土佐犬ブリー
ダーがいたそうです。
気品高く、
忠誠心の強い土佐犬は、
適切な飼育と社会化訓練を受け
れば、
愛すべき犬に育つものです。
しかし、
好ましくない連中の手に渡る
ことが多く、
惨めな扱いを受けて凶暴な犬に仕立てられます。
人間をか
み殺す犬になるのも、
犬が悪いわけではなく、
飼い主と飼育法が問題な
のです。
日本で闘犬がなくならない限り、
行政当局と警察は見て見ぬふ
りを続け、
以下のような事件が相変わらずマスメディアをにぎわすこと
でしょう。
2008年6月23日
福岡県水巻町の役場課長である男性が、
飼っていた土佐犬
（4歳）
の檻
に入ったところ、
襲われて死亡した。
男性を助けようとした父親と他の男
性２人もけがを負った。
2008年10月28日
大阪府松原市で、
3歳の土佐犬が逃走して、
通行人２人を襲い、
9歳の
少年と郵便配達員に大けがを負わせた。
飼い主の男
（23歳）
は土佐犬
５頭を飼育しているが、
檻の鍵をかけ忘れたと話している。
2009年1月12日
愛知県稲沢市で、
3歳の土佐犬
（オス）
が、
別の犬を連れた男性を襲った
後、
警官に射殺された。
それより前、
飼い犬が土佐犬にかみ殺されたと
の通報が近所の女性からあった。
飼い主の建築業者
（58歳）
によると、
犬は柵囲いの中で飼われていたが、
柵をとび越えて逃げたらしい。

危険犬の所有が認められるケースもあります。
その場合、
以下の項目を

が、
犬の気質に応じて判定しています。
2008年の10月に私がロンドンのメ

すべて遵守することが求められます。
当局の登録をうける、
不妊去勢をす

イヒュー・アニマルホームを訪れた際のことですが、
外見がほとんど同じ

る、
犬の足の内側に登録のタトゥーを入れる、
マイクロチップ挿入、
公共

二頭の犬が隣り同士のケージに入っていました。
そのうちの一頭は
「スタ

の場所ではリードとマズルを着ける、
犬を連れて歩くのは第三者保険に

ッフィー
（スタッフォードシャー・ブルテリア）
」
であると判定された一方で、

加入した16才以上の人物に限る、
飼い主は常に認定証を携行する。
これ

もう一頭の方は
「ピットブル」
と判定され、
法律の規定に従って翌日安楽死

らをすべて満たさない限り危険犬の所有は認められません。
条件を満た

になりました。
イギリス国内のシェルターには、
法律の定める危険犬と外

している場合でも、
許可するかどうかは裁判所の判断に委ねられます。

見が類似した犬を収容した際には、
実際に純血の危険犬か否かに関わら

A 77-year-old woman was found unconscious on Thursday in the

ず、
まずは当局に報告することが義務づけられています。

backyard of a house in Furano, Hokkaido. She was taken to hospi-

同法に違反して犬を所有した場合、
最高で5000ポンド
（約100万円）
の罰

Woman dies after being bitten by
neighbour’s dog — HOKKAIDO —

Thursday 31st August 2008

tal but died about three hours later. Police said she had been bitten

金または６ヶ月の禁固刑が課せられます。違反者の犬は処分されます

メイヒュー・アニマルホームを含め、
ロンドンの多くのシェルターでは、
ス

by her neighbour’s dog. She was found unconscious by the owner of

が、
場合によっては処分を免れることもあります
（これは違反者から犬を

タッフィーとそれに類似した犬が保護される割合が多くなっています。
理

the dog in the backyard of his house. According to police, the woman

没収した後に裁判所が判断するものです）
。
それに加え、
危険犬の繁殖、

由は、
この種の犬が都会のギャング達の間で人気で、
安易に手放されたり

had injuries on her arms consistent with having been bitten by the dog

売買、
譲渡、
遺棄あるいは放浪させることも、
すべて違反に問われます。

問題を起こしたりすることが多いからです。
この種の犬たちの多くは、
本来

which was chained at the time. Police said she who suffered from heart

ならば素晴らしい家庭犬になりうるのですが、
こういった愚かな人々の手

disease may have died of shock after having been bitten.

現在イギリス国内では、
約1000頭のアメリカン・ピットブルテリアが合法



土佐犬

The Tosa is a noble and loyal breed which if well cared for and socialized can be a loving dog. However inevitably it ends up in the wrong

hands and is mostly kept in miserable conditions and encouraged to
be vicious. The dogs themselves are not bad, it is the type of person

who keeps them and the way they are kept which turns them into killers. As long as dog fighting still flourishes in Japan, with the authoirities and the police turning a blind eye, the cases below will continue to
make headlines in the Japanese press.
23rd June 2008

A senior municipal official 56 year old Tadashi Naganuma of Mizumaki,
Fukuoka Prefecture was attacked and killed by his four year old Tosa

dog, when he went into its cage. His 81 year old father and two other
men who tried to rescue him were also attacked.
28th October 2008

A three year old Tosa dog escaped from its cage and bit two people.

seriously injuring them in Matsubara City, Osaka. The victims were a
nine year old boy and a postman. The dog’s owner, 23 year old Akitoyo
Sera who owns five Tosa dogs, forgot to lock the cage.
12th January 2009

Police shot dead a three year old male Tosa dog after it attacked a man

walking his dog, in Inazawa, Aichi Prefecture. Earlier another nearby
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イギリスにおける
「危険な犬に関する法律」

when there were more than 5000 Tosa breeders in Japan.
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However in 1997 the Act was amended and now, at the discretion

イ

the

banned

against bull) are still practiced and considered ‘cultural’ features

Great Park, the dog was later destroyed.

ギリスでは児童が犬に襲われる事件が相次いだことをうけ、

of

fecture, Shikoku, where both dog fighting and bull fighting (bull

dogs from Britain and laid the legal blame for attacks on owners. It out-

be destroyed, though the courts have discretion to grant exemptions

breeds

in the UK and other countries has its origins in Tosa, Kochi Pre-

abandons such a dog or allows it to stray.

attacks on small children. It banned certain breeds (or types) of

The maximum penalty for illegal possession of a prohibited dog is a

one

resident had called the police saying her dog had been killed by the

Tosa. The owner, a 58 year old building contractor, had kept the dog in
a fenced pit but the dog had managed to jump out.

隣人の犬に噛まれて女性が死亡 ー 北海道 ー
2008年7月31日
（木）
北海道富良野市で、
77才の女性が民家の裏庭で意識不明の状態で
発見され、
病院に運ばれたが約３時間後に死亡した。
警察によると、
女性は近所の犬に噛まれたらしい。
発見者はその家の所有者で、
発
見時にはすでに女性の意識はなかった。
警察によると、
女性の腕には
犬によるものと見られる咬傷があり、
当時その庭に繋がれていた犬の
歯形と一致した。
女性は心臓病を煩っていたことから、
警察では、
犬に
噛まれたショックが死因になったと見ている。

にわたり、
彼らのせいで悪名を負わされているのです。



Kumamoto City in Kyushu leads the way

I

n 2002, Kumamoto City Doubutsu-Aigo-Centre set a target to reduce

event every month. Pet shops and breeders and the VMA work to-

the number of “Satsu-shobun” or execution of dogs to zero in the fu-

gether to educate people in the pet industry in order to to enhance their

ture. Following this new policy, the city workers have started to change

level of understanding. The city administration presents stray dog infor-

the way they responde to people when they visit the center to abandon

mation on its website, and the volunteers run ads in local newspapers

a dog: first they try to persuade people very clearly not to give up the

to find adopters at their own expense. In this way, various approaches

dog. Or they push the dog owner to look for an adopter more seriously,

are combined together.

and they may make the owner put an article in local newspapers to
search for an adopter.

Kumamoto City Doubutsu-Aigo-Centre took in 52 dogs from the city
households in 2007: this is one tenth of the number recorded in ten

In some cases, the Doubutsu-Aigo-Centre requires irresponsible dog

years ago. And 610 dogs were brought into the Aigo-Centre (including

owners to attend and see their dog’s final moment of life as their vet

the 52 mentioned above) in the same period, many of which had been

puts the dog to sleep. Most owners who experience the scene of eu-

captured or rescued as a stray dog. The total number euthanaized was

thanasia seem to decide they would never have a dog again.

78. When these include the number which died accidently during custody, the total death rate was 16.9%, which is very small compared to

plaint from angry dog owners than they did in the past, but Takeshi

the numbers in the past. These 78 were all put to sleep by the vet with

Kukita, the director of the Aigo-Centre, is not going to change the new

anesthetic injection. Kumamoto Dobutsu-Aigo-Centre has not used

policy. “Our mission is to save as many dogs as possible even when

the “automatic execution chamber”, which makes animals suffocate to

there seems little chance,” Takeshi says.

death with CO2 gas, for the past two years or longer.

The city administration is not working alone. The Veterinary Medical
Association, volunteer groups, people in the pet industry are united

Update on Sasayama Sanctuary

サ

M

ク同窓会」
開催日に合わせて、
敷地の県道
（37号線）
側に柵をめぐら

put up a fence along route 37 and an entrance with gate,

ンクチュアリ計画はどこまで進んでいるのですか？ 完成はい
つですか？——多くの皆様からご質問をいただきました。
計画

の方は、
スローペースながら進行しています。
昨年11月、
恒例の
「アー

し、
ゲートを構えました。
近いうちに、
別の側にもフェンスをつくる予定

です。
長年生い茂っていた下草を刈る作業は継続していますが、
寒い
間に樹木その他の草木を移植して造園にとりかかるつもりです。

この規模の計画に関する建築許可は、
国の規制がとても厳しいた

め、
時間がかかりそうです。
きちんとした許可が下りるまでは着工でき

ません。
許可が下り次第、
資金の集まり具合に応じて、
建築計画を何

any of you have been asking “ how is the Sanctuary

plan coming along, when will it be finished ? “ Well

things are going ahead, albeit slowly. Last November we
in time for our annual reunion party and very soon we will

have another fence along another side of the property. We

are also still clearing the years of undergrowth from the
land and will start to landscape, moving trees and plants
into place while it is still cold.

Building permission for a project of this size will take time

段階かに分けることになるでしょう。
現在の資金は、
目標額の5億円に

due to much stricter government regulations. We cannot

ず実現させなければなりません——見捨てられた動物たちを救うた

been granted we may have to divide the plan into one or

大きく不足しています。
「サンクチュアリ」
建設は私どもの夢であり、
必

めに。

start to build until these are in place. Once permission has

two or even three stages to be built when funds become
available. We are still way way short of our target ¥ 5 oku.

This is a dream we must turn into reality for the sake of
homeless animals.

The Aigo-Centre also has a trimming service for incoming dogs to
make them look more attractive.

together, creating “Doubutsu Aigo Suishin Kyogikai (A Committee for
Animal Protection Promotion )”. The volunteer groups hold an adoption

「きょう、僕はあの人を救った」（ シェルター犬の詩）

This article is based on "AERA" magazine (p18-19) issued 8th December, 2008.

I rescued a human today (Lyric of Shelter Dog)

Her eyes met mine as she walked down the corridor peering apprehensively into the kennels.
I felt her need instantly and knew I had to help her.

僕はすぐにわかった——その人が助けを求めていることを。

I wagged my tail, not too exuberantly, so she wouldn’t be afraid.
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その人の目が僕の目と出会った——通路をやってきて、
おずおずと犬舎をのぞき込んでいる彼女の目が。
僕は小さく尻尾を振った……こわがらさないように、
そっと。
その人が僕のケージの前に立ちどまったとき、

As she stopped at my kennel I blocked her view from a little accident I had in the back of my cage.

僕はその視線をさえぎろうとした——奥まった秘密を見られまいと。

I didn’t want her to know that I hadn’t been walked today.

きょう散歩しなかったことを知られたくない。

Sometimes the shelter keepers get too busy and I didn’t want her to think poorly of them.

悪く思わないで……ここの人たちは忙しすぎるのだから。
As she read my kennel card I hoped that she wouldn’t feel sad about my past.

その人が僕の経歴カードを見たとき、

I only have the future to look forward to and want to make a difference in someone’s life.

いまわしい過去を憐れんでほしくなかった。

She got down on her knees and made little kissy sounds at me.

僕の思いは、
あしたへの夢だけ……だれかの役に立ちたいと願う夢だけ。

I shoved my shoulder and side of my head up against the bars to comfort her.

その人はひざまずいて、
小さなキスを僕に送った。
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The city information centre now receives more phone calls of com-

篠山の「サンクチュアリ」最新情報

Gentle fingertips caressed my neck; she was desperate for companionship.

僕は頭と肩先を柵に押しあてて、
彼女を慰めてあげる。
やさしい指が僕の首をなでた……
「この人はさびしいのだ。
」

A tear fell down her cheek and I raised my paw to assure her that all would be well.
Soon my kennel door opened and her smile was so bright that I instantly jumped into her arms.

ひとしずくの涙がその人の頬をつたった。
僕は前足を上げて、
「大丈夫だよ」
と安心させてあげる。

I would promise to keep her safe.

やがて、
ケージのドアが開かれたとき、

I would promise to always be by her side.

その人の笑顔がまぶしくて、
僕は迷わず腕の中にとびこんだ。

I would promise to do everything I could to see that radiant smile and

命をかけてあなたを守ります。

sparkle in her eyes.

名前をつけてください！

いつもあなたのそばにいます。
僕のすべてを捧げよう——その晴れやかな笑顔と輝く瞳のために。

I was so fortunate that she came down my corridor.

この新施設には、
まだ正式な名前も愛称もありません。
何か良い名前がありましたら、
ぜひEメールまたは

So many more are out there who haven’t walked the corridors.

FAXにてアークまでお寄せください。
現時点の構想では、
篠山の新施設は、
動物達がゆっくり過ごせるサンク

良かった——あの人が僕のところに来てくれて。

So many more to be saved.

チュアリと、
シェルターおよび教育センターを兼ねた複合施設になる予定です。
素敵な名前を待っています！

助けを求めながらも、

At least I could save one.

僕たちに気づかない人が多いのに、
あの人に出会えたのだから。

I rescued a human today.

きょう、
僕はあの人を救った。

(Author unknown)

Ideas please !
We need a great new name for our future sanctuary/shelter and education centre in Shitsugawa, Sasayama. Please send your ideas by fax or email to ARK, in English or Japanese.

（作者不明）
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HAPPY NEW YEAR
from HAPPY HOMES

東京からの報告

Tokyo Report
O’Malley by Leah Padgett

オマリーはヘビー級だが とっても愛嬌もの、
いつも玄関でうたたねしながら みんなをお出迎え。
ゴロゴロのどをならしては、
ふわふわ毛を見せびらかす。
プードルのマフィンは いやなやつ、
カニかサシミちょうだいと おねだりばかり。
子ネコのごはんを横取りしても やっぱり口に合わない。
子ネコに飽きたら あっち行けと蹴とばすだけ。
チビたちの中で オマリーのお相手はシシー、
ふたりだけになると いやはや大はしゃぎ。
廊下に出たいと あわれっぽい声でミャーミャー。
きょうはどうしたの ドアにガツンとはさまれたりして。
好物をもらえないと カウンターにとびのって、
サケないの…カレイでもいいや…とキョロキョロ。
みんなオマリーが大好き いつまでもそばにいてね、
なんたってチャンピオンだもの おやじさんは。

O'Malley is the cutest, biggest cat,

Behind the Scenes in Tokyo -What makes Tokyo ARK tick? Our foster homes do.

東京からの活動報告 ー 東京アークを支える屋台骨は
「フォスターホーム」ー

When we come home he's lying on the front door mat.
Every once in a while he will purr,
I've never seen so much fur.
Muffin the poodle is his biggest enemy,
He cries and begs for crab treats, especially sasami.
Unfortunately his favorite kitten chow makes him sick.
If he's fed up with the kittens, he'll give them a kick.
He really likes the kittens, but Sissy's his favorite one.
Lock them in a room together and they'll have lots of fun.
He does this cute/make-you-guilty meow to get out in the hallway.
Somehow it got Hummer stuck in the door today.
If O'Malley doesn't get what he wants he'll jump up on the counter,
in hopes of some salmon or maybe some flounder.
We love him very much and would hate to see him go,
He's the best cat ever, Big Daddy O'.

東京アークでは、
現在、
30匹の犬猫が里親さんとの出会いを待っていま
が輝いています。
その中の1匹が入浴後の良い匂いをさせながら部屋を
す。
これまでで最大の数ですが、
各動物はそれぞれの
「フォスターホーム」 横切る間にも、
居合わせた者はその立派な姿に驚き、
思わず声をかけて
（養育家庭）
に預けられています。
里親を待つ動物を一時的に預かるフォ
抱きしめずにはいられませんでした。
スターホームは、
今まで
「安全」
とか
「暖かさ」
に縁がなかった動物に安全
で暖かい環境を与え、
「やさしさ」
を知らない動物にもそれを提供してき
動物たちの
「変身ぶり」
は、
預かってくれたボランティアさんの熱意と努力
ました。
犬猫が養育ボランティアさんの家庭で過ごす間に、
その生活がど
のおかげです。
しかし、
一方的奉仕ではなく、
動物からのお返しもあります。
んなに変化するかは驚くばかりです。
動物を預かってくれる方々があれば 「動物一時預かりボランティア」
として登録している人たちの多くが述べ
こそ東京アークの活動が続けられることを思い、
あらためて、
ボランティア
ているように、
動物は彼らに笑いを提供し、
やさしい面を引き出し、
家庭
の皆様に心から感謝申し上げます。
に新しい活力と喜びをもたらしました。
中には、
兄弟同士の不和をおさめ
た例もあります。
「2匹の猫に心配そうに見つめられては、
互いにどなり合
先日、
2匹の犬がオフィスに入ってきました。
フォスターホームに預けられ
ったりできませんよ」
とは、
あるボランティアさんの話です。
里親会のため
ていたのが、
3週間ぶりで、
里親会のためにここへ戻ってきたのです。
2匹
に帰ってきた犬2匹の場合、
預かってもらった方への何よりのお返しは、
の変わり様は驚くべきものでした。
今や、
体毛はつやつや、
体重も増え、
目
今や、
2匹には、
ずっと飼ってくれる家庭がそれぞれ見つかったことです。
Tokyo ARK has a record 30 animals ready for adoption. Each of these

their eyes were sparkling. One of the dogs had been given a bath that

animals is in a foster home. Foster homes provide safe, warm envi-

had him smelling so good he couldn’t get from one side of the office to

ronments for animals that have not always known safety or warmth.

the other without someone calling him over for a cuddle.

They provide kindness to those that have not always known kindness.
It is amazing to see how the lives of many of these animals have been

The difference in the animals was thanks to the hard work and devo-

’Malley, our second-long-

transformed during the time spent in a foster home. We are very grateful

tion of their volunteer foster families. The rewards are not one-sided,

est resident in Tokyo,

to our foster families and recognize that without them Tokyo ARK could

however. Many people who sign on to become foster parents say the

not function.

animals make them laugh, that they bring out the gentle side of them,

O

came to ARK in October
It is a source of unceas-

a stray, a cat that had

ing wonder to discover

Two dogs came into the office the other day in preparation for an

between human siblings. One person said that it was impossible to keep

cried outside nonstop for

the very special and

adoption event. It was the first time the dogs had been back

shouting at one another when there are two cats staring up at you with

weeks. O’Malley was tak-

unlikely connections that

since leaving for their foster homes three weeks earlier.

worried looks on their faces. In the case of the animals going to the

en in by a foster family and

humans and animals form.

The difference in them was stunning. Their coats

adoption event, perhaps the biggest reward for their families now is that

O’Malley can be a difficult

were now shining, they’d put on weight, and

later adopted. His new family
gave him up, however, when he

cat, a bit grumpy and not liking

failed to adjust quickly. The situation
was saved from the tragic when his foster
homes (he now has two) welcomed him back.
The option of sending him to the shelter was brought
up but immediately shot down by the foster families.
Their genuine concern and obvious affection for
O’Malley brought home the importance of never
giving up, and to do so, at times allowing someone else to step in and help. Sometimes it is impossible for the ARK staff to give the animals the

that they bring new energy and fun to their homes, even break up fights

many quirks and

to be held. But here he is with Leah

an awful lot of charm.

Padgett, holding him like no staff member

The Padgetts call him

could. Leah wrote this poem for O’Malley, a cat with

東

京アークで2番目の古参であるオマリーがアーク

に保護されたのは2007年10月のこと。
やせっぽち

の迷い猫で、
何週間も外で鳴き続けていました。
オマリ
ーは、
あるボランティアさんの所に預けられた後、
里

親さんに引き取られましたが、
新しい家庭に順応で

きなかったため、
返されたのです。
幸い、
2人のボラ
ンティアさんが彼を預かると申し出てくれました。

two of the dogs have found permanent homes.

Big Daddy O’.

Beeno finally settled in a sweet home!
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2007. He was skinny,
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オマリー （リア・パジェット作）

ビーノもついに、
素敵なお家に迎えられました！

昨年、
オマリーは、
養育ボランティアさん

が留守の間、
米国出身のパジェット一家

のお世話になりました。
イボンヌ・パジェット

さんと子供たちは、
これまでにも、
約20匹の動

物を預かって、
様々なイベントに彼らを連れて来

たり、
幾度となくアークの力になり、
動物の里親家
庭をさがすためにも骨折ってくれました。

time and energy they need. Foster families take
up where ARK often is forced to leave off. They
lessen the load and give both humans and animals chance after chance.

オマリーをシェルターに送るという選択肢も提案

されましたが、
直ちにボランティアさんたちの反発

にあいました。
彼らのオマリーに対する熱意と愛情

は、
絶対にあきらめないという強い信念と、
そのため

Last year, when O’Malley’s regular foster parents
were away, he stayed with the Padgett family from
the United States. Yvonne Padgett and her children
have fostered some 20 animals, brought them to
events, and repeatedly gone out of their way to help
ARK and help animals find homes.

には、
時には、
他の人の関与や援助を認める柔軟性

も大切だと痛感させられました。
アークスタッフが動

物に必要な時間とエネルギーを提供できない時があり

ます。
アークの力が及ばないところを養育ボランティアさ
んがカバーしてくれます。
それによって、
私どもの負担が

軽減されるだけでなく、
人間にも動物にも新しいチャン

スが生まれるのです。

10

人間と動物との間に築かれる信頼関係、
比類のな

い、時には信じがたいほど強い絆にはいつも驚か

されます。
オマリーは、
少々気むずかしく、
抱かれる
のをいやがる、
どちらかと言えば扱いにくい猫です

が……驚いたことに、
リア・パジェットさんが、
スタッ

フの誰もかなわないほど上手にオマリーを抱いてい
ます。
ちょっと変な癖があるけど、
とてもチャーミング

な猫オマリーのために、
リアが詩を書きました。
オマ

リーは、
パジェット家の人たちから
「おやじさん」
と呼
ばれています。
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Happy reports from happy homes

M

里親さんからの幸せなお便り

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

erry Christmas and Happy New Year! from Queenie,

J

Suzu, and me. Queenie is truly a joy and truly a char-

ust off to Rainbow Bridge post office to send this letter and

acter. We are enjoying every minute with her.

to let you all know I am very well and having a busy time

We’re on our way to San Diego today. (Not to worry – Su-

catching up with all my old friends.

zu’s mom is going to move into our place while we’re gone to
babysit Queenie.) I wanted to be sure to say thank you for all

In October last year a lady wanting to adopt a homeless dog

that you do and for helping us to get the best cat ever. Have

went to Fukui city hokensho and found a dog which the hoken-

a wonderful holiday and best wishes for 2009.

sho allowed her to adopt. Wonderful news, one dog saved from

ク

the gas chamber, but was it? In December, surprise surprise,

ィニーとスズと私より、
メリークリスマス、
そしてハッピーニューイヤー！ クィニーは性格も最高、
私たち家族ぜんぶの喜びの種です。
一緒に過ごす一瞬一瞬が楽しくてなりません。
私たちはこれ
からサンディエゴに行くところです。
（もちろん留守中のお世話のことは手配済みです！）
最高の猫と引
き合わせくださったことを、
あらためて感謝いたします。
皆様も良い休暇、
良い１年をお過ごしください。

When I first saw Pero, he was tied, abandoned, to a tree in a park. Nobody wanted to touch him, he looked so terrible. It was not only his size,
he looked quite fierce, perhaps a bit of Akita and Husky with one blue

eye but his skin was black with almost no hair. And this skin really stank.

Tests later showed that he was suffering from acarus, a skin condition

caused by mites burying under the skin. Puppies could be treated but
the general opinion was the treatment for a dog over one year would

be long and expensive and that many considered euthanization in such
cases.

to hold a Spanish music concert to raise money for his treatment; hence
he got named PERO.

For the next eight and

half years, a dedicated

group of staff and volun-

teers came on a weekly
basis to help give Pero a
shampoo and brushing.

One volunteer came all

the way from Fukuoka,
a half day journey away

and it was through the
dedication and love of

these people that Pero’s condition improved and his

original cream coat, now glossy, emerged. He had such
a happy-go-lucky character and never complained

about the treatment, in fact I think he enjoyed the baths
and the attention he was given.

Suddenly and without warning on January 24th 2009

Pero collapsed. He was rushed to hospital where he
was put under anaesthetic for surgery. He died in the

middle of this operation which found he had a torsion
and this had ruptured his spleen. We are so sad to have

lost such a wonderful friend, who touched the hearts of

many people. Thank you Pero for the happiness you
gave us all.
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１頭の犬が公園の木につながれ、
捨てられていました。
誰も触りたが
らないほど恐ろしい姿でした。
巨大で、
しかも獰猛そうです——秋田
犬と
（片目が青いから）
ハスキーの血が入っているのでしょうか。
体毛
がほとんどない黒い皮膚、
しかも、
それが悪臭をはなっています。
後に
わかったのですが、
皮膚の毛穴に寄生したダニが引き起こす
「アカラ
ス症」
にかかっていました。
子犬のうちなら治療できても、
１歳以上の
成犬は完治が難しく、
治療には時間と費用がかかるので、
場合によっ
ては安楽死の対象にもなる厄介な皮膚病です。
犬を見つけてアークに連絡してきた女性はピアニストでした。
彼女は
犬の治療費を作るためスペイン音楽の催しを計画しました。
それで、
犬はペロと名づけられたのです。
（スペイン語で
「犬」
の意味）
それからの８年半というもの、
週１回、
熱心なスタッフとボランティア
がペロの入浴とブラッシングを続けてきました。
あるボランティアさん
は、
はるばる福岡から、
半日がかりで
通ってくれました。
これらの人々の献
身と愛情のおかげで、
ペロの状態は
改善し、
本来のクリーム色の毛並み
を取り戻し、
美しい光沢を見せるま
でになったのです。
彼は陽気な性格
で、
処置をいやがったことは一度も
ありません。
実際、
ペロは、
シャンプ
ーと毛の手入れを楽しんでいたよう
です。
2009年1月24日、
何の前触れもなく、
突然、
ペロは倒れました。直ちに緊
急入院し、
手術のために麻酔をかけ
ました。
そして…… 手術中に命が尽
き、
二度と目覚めることはありません
でした。
胃捻転を起こして、
脾臓が破
裂していたのです。
多くの人に感動を
もたらした大切な友を失って、
私ど
も一同、
悲しみでいっぱいです。
みん
なに幸せをくれてありがとう、
ペロ！

(which is commendable in itself) they in fact created four more
（昨秋
「虹の橋」
を渡った後も、
バジャーは天国からアークへ手紙を送り続けています。
）

dogs. The hokensho cannot understand the criticism of its ac-

僕

tion and as it told ARK, it has already found possible homes

は、むかしの仲間たちと“旧交をあたためる”のに忙しくとび
まわっています。
きょうは、
みなさんに手紙を書いて、
「虹の橋
ゆうびん局」
へ出しに行かなくちゃ。

for the puppies, but that is not the point. The puppies will be

昨年10月、犬をほしいと思った福井市の女性が、ホケンジョに行って犬
をもらいうけた。
よかった！ 1匹の犬がガス室送りをまぬがれたのだか
ら— でも、ホントにそうかな？ 12月になって、なんと、その犬が4匹
の子どもを産んだ。
これこそ、
よくある
「ホケンジョの無能」
てやつ。殺処
分率をへらそうとしながら —それは良いとしても— 実際には、
4匹もふ
やしてしまったというわけ。ホケンジョは、批判されても、なにが悪いの
かわからない始末。
「責任をもって、子犬を飼ってくれる人をさがしまし
た」
と彼らは説明したけど、
そんな問題じゃない。けっきょく、子犬たちは
不妊手術もせずに、だれかにゆずられる… そして、
またしても、同じこ
とがくり返されるんだ。

A sad story. An elementary schoolboy picks up a stray dog and

given out, of course unneutered, and the same cycle will start
all over again.

takes it home. Of course the family are anything but pleased.
You can imagine the scenario; dog banned to the outside yard
where it is chained. The only way for it to get attention and relieve its stress is to bark. This family know nothing about dogs
or stop to consider why the dog is barking nor do they have
any sensitivity or feelings about the bond their son has with this
dog, he named Chiro. Instead without a thought they take the
dog to be killed at the local health care centre (hokensho).
This seemingly unthinking act would come back to haunt them

やりきれない話をきいた。小学生の男の子が迷い犬をひろって、家に
連れて帰る。もちろん、家族がよろこぶはずもない。その後どうなった
か… おきまりのストーリーさ。庭につながれっぱなしの犬は、だれか
の注意を引こうとほえまくる——ストレス発散のためにも、
そうするより
仕方がない。家族は犬のことは何もわからず、ほえる理由を考えようとも
しない。
まして、チロと名づけられた犬と少年との「友情」を思いやる気
持などあるはずもない。
あたりまえのように、犬はホケンジョに送られて
殺されてしまった。

34 years later. That son grew up harbouring a grudge against

この心ない仕打ちが34年たって当事者にはね返ってきたとしたら、
どう
する？ 少年は「友だち」
を殺したホケンジョにうらみを持ったまま成長
した… 34年間ずっと。
そして、
ある日、なにかがブチ切れて、男は「ふく
しゅう」をくわだてる。昨年11月のこと、男は、むかしの厚生省事務次官
宅に行って、
もと次官と妻を刺し殺した。
それから、宅配業者をよそおっ
て別のもと次官の家をたずねるが、
るすだったので、
妻を刺した。

He then turned himself in to the police with a blood-stained

the public authorities that killed his friend for all those years
until one day something snapped and he took his revenge. In
November last year he went to the house of a former vice health
and welfare minister and stabbed both the minister and his wife
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The person who found him and called ARK was a pianist. She decided

ありがとう、ペロ！

kensho incompetence. In their eagerness to reduce killing rates

A VOICE FOR ANIMALS

A VOICE FOR ANIMALS

Thank you Pero!

the dog gave birth to four puppies. This is a classic case of ho-

to death. Following that, he went to the home of another former
vice minister, posing as a delivery man. The husband was not
at home but he stabbed the wife anyhow.

knife, admitting to the two murders and the attempted murder.
Before doing this he sent an email to a Broadcasting Station
saying “ This is the revenge for the killing by a health care centre of my family member 34 years ago. Even now they keep killing as many as 500,000 innocent pets every year. They should
know that if they commit needless butchery, it will come back

その後、男は、血のついたナイフを持って警察に出向き、殺人2件と殺人
未遂1件をみとめた。前もってテレビ局にｅメールを送り、
「これは34年
前保健所に家族を殺されたあだ討ちである。やつらは今も毎年罪のな
い50万匹ものペットを殺し続けている。
むだな殺生をすれば自分に返っ
てくると思え」
と告げたとか。

to them.”
Ironically both the police and the government thought that the
attacks were caused by public resentment over problems with
the country’s pension scheme, they simply could not believe
anyone could commit such terrible acts over the killing of a

ヒニクなことに、警察も政府も、男がもと次官をおそった理由は国の年
金問題に関するうらみだと思っていた。
まさか、“たかが犬のことで”むご
い殺人をおかすなんて信じられなかったんだ。

'mere' dog.
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ARK editor’s comment on the situation in Japan:

Animal Hoarding

H

oarding is not simply an American or English (or Japanese) problem, it spans many countries. The Hoarding of Animals Research

Consortium (HARC) based at Tufts University in Massachusetts, USA,

how can we identify it and what can we do to stop it?

vide care for their animals. This lack of trust means that hoarders often

of hoarding.

* Claims of being able to provide excellent lifetime care for animals with

does exist, it requires a lot of effort and cooperation between a variety

A VOICE FOR ANIMALS

* Acceptance of terminally ill animals and refusal to euthanise.

* Inability to say how many animals are currently at the shelter.

* Unwilling to let visitors see the facilities where animals are kept.
* A desire to receive animals away from the shelter site.

Unfortunately too, police and the authorities are unwilling to intervene and have no powers to

seize animals, however terrible the situation, without the hoarder’s consent. So it is usually a

case of hoping the hoarder can be persuaded to release the animals or waiting until that person reaches a point of being unable to cope or falls ill or dies.

アニマル・ホーディング——その実態と対策

ホ

countries where animal welfare law doesn’t exist. Even where such law
of organizations to make sure the intervention is successful for the ani-

会）
によると、
米国だけでも、
年間、
25万匹もの動物がホーダーの元に集められているとか。
しかし、
（多

mals involved. The media often misunderstands the extent of suffering

数の動物を自宅にためこむ）
アニマルホーディングは、
多くの国で、
いまだに誤解されているのが現実で

experienced by the animals. Therefore groups must be clear why they

す。
その実態を明らかにし、
対応策を考えたいと思います。

are intervening and gather clear evidence of abuse and neglect in order

to refute claims of personal grievance by the hoarder. Court cases can
be long and drawn out, particularly if the hoarder refuses to sign over

ーディングは、
米国や英国
（あるいは日本）
だけの問題ではなく、
様々な国に広がりを見せてい

ます。
米国マサチューセッツ州のタフツ大学に拠点を置くHARC
（アニマルホーディング研究協

HARCは、
ホーディングが疑われる幾つかの特徴を挙げています。

ownership.

＊動物の里親／養育先さがし、
リホーミングを試みないこと。

are unwilling to accept help, to people who deliberately collect animals

effort. Many of the animals will be seriously ill or aggressive because of

＊動物にきちんとしたケアを提供するためのスタッフ、
資金、
知識もなしに、

the animal welfare community are hoarders who establish themselves

lems and eating disorders as a result of their living conditions. Rescuers

＊終末期症状の動物を収容し、
安楽死を拒否する。

Animal hoarders range from carers who have become overwhelmed but

and care little for their suffering. Possibly the most damaging cases for
as animal ‘rescuers.’ These people might begin with good intentions,

Rehoming these animals once the case is over takes considerable

lack of human contact; others may have developed behavioural probwill have to face that many animals are too old, too debilitated, or too

＊状況が崩壊状態にあっても、
動物を手放さないこと。

特別なケアが必要な動物を終生十分に世話できると主張する。

＊自宅シェルターに現在動物が何匹いるかを把握していない。
＊動物の飼育場所を訪問者に見せたがらない。
がり、
離れた場所で受け取りたがる。

アニマルホーダーの中には、
厳しい現実に戸惑いながらも、
他からの援助を拒
む飼育者から、
わざわざ動物を収集しながら、
その苦痛に無頓着な連中に至

るまで、
様々なタイプがあります。
おそらく、
動物福祉界で最も動物の利益を

公言しながら、
動物の苦痛や病気、
栄養不足などは無視するものです。

シェルターを確立したホーダーの方が、
従来のアニマルホーダーよりも正

体をつきとめにくいとも言えます——彼らは動物とは別の所に住み、
支援ネッ

stop organizations from trying to find new homes for the vast majority of

Animal hoarders put their own desire to be surrounded by animals

above their animals’ need for a suitable diet and environment. Although

professing love for the animals, they will often ignore serious illness,
malnutrition and extreme suffering.

Hoarders who have established a shelter are often more difficult to

identify than traditional animal hoarders as they are not likely to live with
the animals and can often have a network of people to support them.
They may even be registered as an official animal organization.

So what is the difference between a legitimate shelter and a hoarder?

In the early stages of hoarding the visible signs of suffering might be

few; animals lose weight or hair and the number of parasites may be
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物も多く、
また、
これまでの生活環境から問題行動や摂食障害を示すケースも
少なくありません。
救出に携わる人たちは、
動物の多くが、
老齢、
障害、
病弱な

どの理由から里親を募集できないという現実に直面するでしょう。
彼らを苦痛

から解放するために残された道は、
残念ながら、
安楽死だけなのかもしれませ

ん。
それでも、
救援グループは、
動物にセカンドチャンスを与えようとする試み
をやめてはなりません。
スロベニアの事例をご紹介しましょう。

性2001年度」
に選ばれ、
動物福祉賞の受賞者でもある女性の家から312匹の

まれて暮らしたいと願う自らの欲求を優先します。
彼らは動物愛好者であると

no-kill shelters.

す。
重い病気にかかったり、
人間とのふれあいが不十分なため攻撃的になる動

を抑えきれないため、
それが、
たちまち動物を苦しめ、
同時に、
no-kill
（殺さな
ホーダーは、
動物に必要な適切な食餌や生活環境の提供よりも、
動物に囲

unwell to be put up for adoption. Unfortunately, humane euthanasia will

判決が出た後も、
救出動物のリホーミングという大変な仕事が待っていま

スロベニアの事例

い）
方針を掲げる正当なシェルターの評判を落とすことにもなるのです。

that animals soon begin to suffer, as do the reputations of legitimate

放棄）
の確証を十分に集めなければなりません。
裁判は時間がかかり、
特に、

ホーダーが所有権放棄に同意しない場合は長引くものです。

損なっているのは、
自らを
「救助者」
であると信じ込むホーダーでしょう。
彼ら

は、
善意からスタートしたにせよ、
動物を獲得して手元におきたいという衝動

but their unavoidable compulsion to acquire and keep animals means

張するホーダーに対抗するため、
告発理由を明確にし、
虐待とネグレクト(飼育

トワークを持つケースも多いからです。
正式な動物保護組織として登録され

2002年10月、
スロベニア獣医師協会は、
警察の協力を得て、
「最もすぐれた女

動物を押収した。
アニマルシェルターに関する規制がスロベニアに導入された

のは、
このケースから1か月後のことである。
押収動物のうち300匹が、
スロベニ

ア、
オーストリア、
ドイツのシェルターを通して、
新しい飼い主に引き取られた。
※ 『 RSPCA International ニュースレター2008年秋・冬号』
の記事を、
RSPCA International の許可を得て掲載しました。

be the only way to end the suffering of these animals but this should not

る可能性もあります。

日本における
「ホーディング」
事情について
（アーク編集担当者から）

animals, as the Slovenian case study, below, shows.

の最初の段階では、
動物に認められる苦痛の徴候は少なく、
体重／体毛の減

トを手放したいと思っても——たとえやむを得ない事情であれ——他の先進

Case study : Slovenia

因が重なって、
さらに深刻な事態を招くのです。

た、
健康なペットを安楽死させる獣医師はいないため、
飼い主の選択肢はゼロ

police, confiscated 312 animals from the home of the previous year’s

ていると主張します。
責任を持って動物をケアできるのは自分しかないと強調

つです。
そこにつけ込むのがホーダーで、
彼らは
「動物を助けてあげる」
と命綱

welfare award. A month after this case, Slovenia introduced regulations

人や他の動物福祉団体、
時には、
家族とまでも、
衝突しがちです。

るに過ぎないのですが。
不幸なことに、
警察と自治体当局は介入したがらない

In October 2002 the Slovenian Veterinary Association together with the
winner of the Woman of the Year Award, who had also won an animal

on animal shelters. Happily 300 of these animals found homes through
shelters in Slovenia, Austria and Germany.

Article from RSPCA International newsletter Autumn/Winter 2008
with permission of RSPCA International.

では、
正当なシェルターとホーダーの違いは何でしょうか？ ホーディング

少、
寄生虫の異常発生などにとどまります。
個々の症状は軽微でも、
様々な要

ホーダーは自らのやり方の間違いを認めず、
周囲から不当に悪者扱いされ

するものです。
そのために、
彼らは、
動物をリホーミンングしようと手を貸す役
アニマルホーダーにどう対処すべきでしょうか？

法に訴えるのが最も有効です。
ただし、
法的手段は、
動物福祉法がない国で

はきわめてむずかしいと言えます。
たとえ法律があっても、
様々な救援組織が
協力して、
法的介入が当の動物に良い結果をもたらすか、
確認した上で取り組
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＊動物を引き取るときも、
外部の人がシェルターを直接訪問することを嫌

む必要があります。
メディアも、
動物が味わう苦痛の程度を十分に認識してい

るとは言えません。
したがって救援グループ側は、
個人的苦情に過ぎないと主

A VOICE FOR ANIMALS

Often the only way to help is to use the law. This is extremely difficult in

for these animals.

live out it’s life in misery and suffering.

ily members who attempt to help and rehome the animals.

* Animals are never turned away, even in the face of declining condi-

special needs without the staff, resources or knowledge to care properly

This is where the hoarders come in, offering a lifeline to 'save' the animal even though it may

get into disputes with officials, other animal welfare groups or even fam-

What should we do?

tions.

so the choice is either to throw it away or to take it to the hokensho where it will be destroyed.

normally claim that they are the only person who can be trusted to pro-

* Little or no attempt is made to have animals adopted, fostered or rehomed.

tions are virtually zero; almost no veterinarian will agree to euthanize an unwanted healthy pet

Hoarders rarely admit that there is anything wrong with the conditions

they are providing and will claim they are being persecuted. Hoarders

HARC has drawn up a few characteristics that should raise suspicions

a legitimate reason), there is no network of shelters, like in other countries, to accept it. The op-

they build up a more worrying picture.

estimates that 250,000 animals are hoarded every year in America

alone, but animal hoarding is still misunderstood in many countries. So

Hoarding is rife in Japan for several reasons. When people want to give up their pet (often for

excessive. Individual signs may not give rise for concern but together

ホーディングが日本で増えているのには幾つかの理由があります。
誰かがペッ
国のように動物を受け入れてくれるシェルター組織がありません。
不要になっ

に等しく…捨てるか、
保健所に持ち込んで処分するか…とるべき道は二つに一

を投げて寄こします——実際は、
動物が生き延びても、
悲惨と苦痛を長引かせ

し、
どれほど状況がひどくても、
ホーダーが同意しない限り、
当局には動物を押

収する権限がありません。
したがって、
ホーダーが動物の所有権を放棄するよ

うに説得するか、
でなければ、
当人が進退きわまるか、
病気になるか、
死ぬのを
待つしかないのです。
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ARK NOTICE BOARD

ARK

A Voice for Animals

A/C Numbers
送金方法のご案内
郵便局 Post Office ：
●

Calling ARK?

●

ARK Office アーク事務局

●

TEL: 10:00〜17:00
072-737-0712（1885）
FAX: 随時
072-737-1886
毎週水曜日は休苑日とさせて頂きます。
Office closed on WEDNESDAY

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
１１月
９日 アーク同窓会
１５日 大阪インターナショナルスクールにて
チャリティイベント

SPRING 2009

１６日 紀伊国屋書店新宿本店にてサイン会
１７日 「愛犬の友」取材
２２日 紀伊国屋書店梅田本店にてサイン会
２３日 神戸グリーンドッグにて里親会
２８日 甲南大学にてオリバー講演
１２月
１３日 神戸手づくり市にてミニパネル展

１６日 聴導犬協会来訪
１９日 「ONE BRAND」取材
２４日 カラーズ来訪

サンクチュアリファンド Sanctuary Fund

00970-9-58799

大規模レスキュー Large Scale Rescue Fund

00970-2-267840

三菱東京UFJ銀行 日生中央出張所
Tokyo-Mitsubishi UFJ Bank (Nissei Chuo branch)
(普)5288059
特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西
三井住友銀行 池田支店
Mitsui-Sumitomo Bank (Ikeda branch)
(普)1472705
特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

Visiting ARK?

１月

特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西

00900-0-151103

※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・メールにて、
お名前、
ご住所、
電話番号、
送
金内容をお知らせください。

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

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

ARKで必要とするもの

特定非営利活動法人
アニマルレフュージ関西 （アーク）
〒563-0131
大阪府豊能郡能勢町野 間 大 原 5 9 5
Tel: 072-737-0712 (1885)
Fax: 072-737-1886
ARK Animal Refuge Kansai
595 Noma Ohara, Nose-cho, Toyonogun, Osaka-fu 563-0131 JAPAN

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

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

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

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

Things we need
犬用：処方食(c/d, z/d, i/d, phコントロー
ル：ドライタイプも歓迎)、
ドライフード（メ
ンテナンス、
シニア）、缶詰、知的玩具、
プレ
ミアカラー、粉ミルク、中型犬用マズル、シ
ャンプー、ビターアップル、関節サプリ
猫用：缶詰、子猫用缶詰、かつお節、
ドラ
イフード、おもちゃ、爪とぎ、処方食(w/d,
phコントロール：ドライタイプも歓迎)

一般：45Lゴミ袋、毛布、ハイター、柄の長いほうき、ブリキのバケツ、デッキブラシ、水切
り用のゴムベラ、空のスプレーボトル、カット綿、布ガムテープ、ペットシーツ（特にワイ
ドが不足）、ロール状のビニール袋(20x30cm位)、犬用包帯（ベトラップ）、キッチンペー
パー、ティッシュぺーパー、
ミネラルウォーター、ゴミ袋（45L）、
トリミング用ハサミ、
ドッグ
フードの空袋（大）、工具類、コンパネ（大）、木材、電気式溶接機100V、ベビースケール
(10g単位)、CD-R、DVD-R、DVD-RW、
プリンターインク
（Canon iP6100D）、
ウサギのフード
（そのほかウサギ用品一般）
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RSPCA 国際協会員
WSPA会員

Dog: c/d, z/d, i.d, ph control
Dried Senior/maintenance/growth dog food
Cat: Dried maintenance/senior, flaked tuna, toilet sand, scratching boards, toys. Katsuobushi,
dried bonito flakes,
Rabbit food.
General: Premier Collars; S/M/L yard brushes,
metal buckets, cottonwool, disposable clinic
gloves, bleach, antiseptic soap for hands, washing powder, elasticated
vet wrap, large paper (food) bags (used OK), mineral water, pet sheets,
dog trimming scissors, tea tree oil spray, kitchen scissors, dog muzzles
m-size, tissue paper, toilet paper, blankets, packing tape, 45l garbage
bags, bedding plants for garden, bitter apple spray, shampoo for dogs.
DVD-R discs, Printer ink for Canon iP6100D printer.

