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未来をみすえる 自然農法主義宣言！

バランスバランス 通信通信
アルファ

  Vol, 4愛しいペットの本当のしあわせを願うあなたへ

米国東北部のボストンで先ごろ、
ペットの猫が陪審員に選ばれる
というハプニングが発生した。
　この猫の名前はサール、飼い
主はガイさんとアンナさん夫妻。
　驚いた夫妻は、サールが「英
語が話せない」として辞退を申
し出たが、当初、理由が不十分
だとして認めてもらえなかった。
しかし、その後、サールが猫だ
とわかり、結局、陪審員になら
ずに済んだ。 　サールのことを
家族同然に思っている飼い主が、

国勢調査でサールの名前を書
き込んでしまったのが原因だっ
たという。
　アンナさんは取材に答えて
「私たちはずっとサールを家族
の一員と見なしてきたので、国
勢調査の時にも同居人のペット
の欄に記入しました。裁判所が
間違えたのは間違いないです」と語り、ガイさんは「サールは
私のひざに座って一緒に推理ドラマを見るのが好きですが、
陪審員をつとめる資格はありませんよ」と話している。
　「もしサールが被告は有罪か無罪かと問われたら、きっと
『ニャー』と鳴くのではないでしょうか」と語っている。

2011.1.17多くの欧米メディアがこの話題を伝えました。猫に陪審員の召喚状！

「叱るより褒めよ」－犬のしつけの大前提 －
例えば、トイレのしつけをするときも、決め
られた場所以外で排泄したときにそこで厳
しく叱るのではなく、逆に犬の目に触れない
ように片付け、それが飼い主とのコミュニケーショ
ン機会としては全く機能しないことを学ばせていく方
がうまくいく場合が多いです。

その代わり、ちゃんとできたときにはたくさん誉めてあ
げる。その方がずっと飼い主の注意
を引き、コミュニケーション機会
になるのだという成功体験を
実感させてあげることが、しつ
けではとても大切なのです。

犬は悪気があって何かするということはありません。
　しつけがうまくいかないのは、実は飼い主側に問題
があることが多いのです。叱るときに必要以上に声高
になっていないか、オーバーリアクションになっていな
いか、一度思い直してみるといいかもしれません。
　犬はとてもメンタルな生き物ですから、常に飼い主
の感情や態度に影響されてしまいます。

まずはもう一回犬をよく観察する
ところから始めてみましょう。不
安な表情をしていないか、自
分の前でとてもリラックスし
ているか等をチェックし、もし
犬との信頼関係が不十分だと
感じたら、その理由を探して見

ましょう。

いい子にしているときには十分誉めてあげているか、
失敗したときに感情をぶつけたりしていないか、普段
何気なく不安を与えていないかなど、理由は必ず日常
の中にあるはずです。

　信頼関係ができ、コミュニケーションがうまく行け
ば、いつでもしつけをやり直すことはできます。しつけ
には、教える技術よりもまずは信頼関係、そして叱るよ
りも誉めることが一番のコツのようです。

　しつけもコミュニケーションの
一つとして、再考してみるのも
いいかもしれません

大丈夫！
犬はあなたを愛しています。

「あなたが変われば犬も変わる」



※「犬の十戒」について※
作者不詳のまま広く世界に伝わっている短篇詩です。
日本では「犬と私の１０の約束」という映画にもなりました。
“犬の” 十戒ではありますが、全てのペット達からの声だと思います。

1、私の一生は１０～１５年くらいしかありません 
　ほんのわずかな時間でもあなたと離れていることは辛いのです 。
　私のことを飼う前にどうかそのことを考えて下さい。

2、「あなたが私に望んでいること」を理解できるようになるまで少し時間を与えて
　ください。

3、私を信頼して下さい．．．、それだけで私はうれしいのです。 

4、私のことをずっと叱り続けたり、罰として閉じ込めたりしないで下さい。 
　あなたには仕事や楽しみがあるし、友達だっているでしょう 。
　でも．．．私にはあなたしかいないのです。

5、時には私に話しかけて下さい。 たとえあなたの言葉を理解できなくても、
　私に話しかけてくれるあなたの声で何をいってくれているのか分かります。

6、私のことをいつもどんな風に扱っているか、考えてみてください。
　あなたがしてくれたことを、私は決して忘れません。

7、私を叩く前に思い出して下さい。
　私にはあなたの手の骨など簡単に噛み砕くことができる歯があるけれど
　決してあなたを噛まないようにしていることを。

8、言うことをきかないとか、手に負えないとか、怠け者だとしかる前に私がそうなる
　原因がなかったか、あなた自身に問い掛けてみて下さい。 
　ちゃんとした食事をさせてもらっていたでしょうか？
　日中太陽が 照りつけている外に長時間放っておいたことはなかったでしょうか？
　年老いた私の心臓が弱っているせいで、動けないのかもしれません。

9、私が年老いてもどうか世話をして下さい。
 　あなたも同じように年をとるのです。

10、最期のお別れの時には、どうか私のそばにいてください。
　「つらくて見ていられない」とか「私のいないところで逝かせてあげて」なんて
　言わないでください。
　あなたがそばにいてくれるなら、 私にはどんなことでも安らかに受け入れられます。 
　そして．．．．．．忘れないで下さい。
    私はあなたを愛していることを。 

犬の十戒



飼い主様より頂きましたメール・お手紙飼い主様より頂きましたメール・お手紙

発酵飲料の最高峰「バランスα」を、今すぐ無料サンプル(500ml)でお試し下さい。
商品と同じ 500ml サイズを送らせていただきます。お申込みいただいてもこちらからお電話することはございません。

※無料サンプルは１人でも多くの方に試して頂けるよう１家族様一本とさせて頂きます。

ご紹介くださった
動物病院
ペットショップ名
を告げる。

ご紹介くださった
動物病院
ペットショップ名
を告げる。

お名前
送り先ご住所
を告げる。

お名前
送り先ご住所
を告げる。

フリーダイヤルへお電話ください。

（平日 9 ～ 17 時　土日祝日休み）

完了です。完了です。
72 時間以内に
お届けします。
72時間以内に
お届けします。

いつも大変お世話になっております。
我が家には、15 歳を筆頭に 14 歳、6 歳のワンコ、7 歳の猫
を飼っております。
　昨年 10 月、獣医師の先生からの紹介で体調を崩した 14
歳の愛犬のために「バランスα」のサンプル及び 500ml の
商品を注文させていただきました。
　そのとき病状が重篤だったため、緊急の対応をしていたっ
だきその節は大変お世話になりました。
　残念ながら、その子は「バランスα」が到着した夜、飲
むこともできず天国に行ってしまいました。
　さらに、遺された 15 歳の子が、先に逝ってしまった 14
歳の子と同じような状態で、一気に体調を崩してしまい、
あやうく短期間のうちに2匹の愛犬を失ってしまう状況に

陥りました。（二匹とも心臓病の疾患がありました。）
　しかしながら、主治医の懸命な治療と「バランスα」の
おかげで 15 歳の子は危険な状態を脱し現在でも色々な問
題を抱えながらも私達と一緒に楽
しい時間を過ごすことが出来
ています。
　「バランスα」のパワーは
本当に凄いと実感しました。
　ペット特集「バランスα
通信」が定期的に発行される
とお聞きしましたので、楽しみ
にさせていただきます。
　どうぞ、今後とも宜しくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県　MK様

我家の老犬がこの冬動物病院で治療を受
けましたが、その都度一万円札が消えて
いくのです。見れば一度に何万円も支
払っている飼い主さんもいらっしゃい
ました。
「ペットは生計を一つにする家族なの
だから人間並みに医療費控除の対象
にならないのかな」と思いながら、あら
ためて健康を維持する大切さを感じまし
た。良心的な獣医師の先生と「バランス
α」に出会えたことに大変感謝しております。

　　 　　　　　　　　　　　　　　京都府　TM様

保存方法について・・・
「バランスα」は清涼飲料水として販売させていただいているため賞味期限は一年とさ
せていただいておりますが開封後常温でも2～3年は品質変化しません。ただ開封後に
ボトルの中に微生物のえさとなるもの（糖分とか唾液とか）が入ると、増殖を始めるの
で、その点だけは十分お気をつけください。

※「バランスα」は100％国産の自然農法栽培という厳しい基準をクリア
した最高レベルの天然素材だけを使い【完全発酵】【完全無添加】にこだ
わったハイクオリティー商品です。
ホームセンターのペット用品売場で手に入れることはできません。

原因不明の脱毛症になってしまい途方に暮
れていた時に友人から「バランスα」の
事を聞きました。アドバイスいただい
た通りに飲ませる以外に塗ってあげ
ていたら二ヶ月ほどで以前のキラキ
ラした毛が生えてきたのです。良い
と言われるものは全て試してダメ
だったのに信じられません.　
　　　　　　　　　　　

うちのネコの腎臓病が治ったのです。
「バランスα」で。
本当にありがとうございました。
腎臓病を抱えている全国の猫の飼
い主さんに「バランスα」をぜひ試し
てほしいです。　　神奈川県　MM様

長野県　KH様



初めまして、院長の吉田景子です。
病院に来られるワンちゃん、ネコちゃん、そ
して飼い主様は、きっと不安な気持ちもた
くさんおありだと思います。できるだけ暖
かく優しい診療を心がけています。
家では2匹の猫を飼っています。
仕事から帰ると1匹は出迎えてくれますが、

もう1匹は横着して出てきてくれません。
でも食事の時は走ってきます。
　動物たちにはいつも癒されますよね。
皆さんの動物たちの健康と、幸せな生活
を守っていくためスタッフ一同一生懸命
頑張ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

当院では､基本となる
ペットの日常生活に目を
向け適正飼育と正しい食
餌管理の指導、問題行動
カウセリング等を飼い主
様に向け実施していま
す。
　一般診療においては、
『インフォームド・コン
セント』を基本に病気に
対する理解と治療法の
選択など、飼い主様との

相互協力による治療を進めています。

　さらなるキーポイントである『自己治癒力と免疫力
の向上』を念頭に置 き西洋医薬に偏らない獣医医療
を心がけています。
完治の難しい様々な病気に対して、小動物でも拒否し

ない『バランスα』の
持つ免疫力回復機能が
物言えぬペット達の
QOL の向上に役立って
くれることを期待して
います。

ペットの健康を真剣に考える
良心的な動物病院、フードショップのご紹介

㈱高橋剛商会は・・・
子犬を生ませるだけの金儲け主義のブリーダー、
不衛生な環境で飼育するペットショップとのお取
引きはお断りしております。「バランスα」取扱店
は動物愛護精神の持ち主です。安心してご相談く
ださい。

当院は、ワンちゃん、ネコちゃん、ご家族皆様の幸せ
をサポートしていくため、皆様と良くお話をし納得し
て頂きながら、ご家族に合う治療をさせていただいて
おります。

またどうしても治せない、痛みを伴う病気も残念なが
らあります。そんな時、痛みさえ取リ除いてあげられ
れば動物達が幸せに生きることも出来ると考え、鎮痛
にも力を入れております。さらに、副作用のないお薬
を使った自然療法も取り入れています。

当院で行っている自然療法は、西洋医学だ
けでは完治しない慢性疾患や悪性腫瘍な
どの疾患を、西洋医学と併用したり、自然療
法だけで症状の改善、元気や食欲などの回
復を促す治療法です。

　自然療法は、病気を体全体の不調ととらえ、ワンちゃん、ネコちゃ
ん自身の治癒力を整えて症状の改善や生活の質を高める治療で、
効果が実証されています。また自然療法の良いところは、基本的に
副作用が無いところです。
　西洋医学だけでは治療や症状の改善が困難な場合に、治療の
選択肢が一つ増えた事は、とても嬉しいことです。自然療法を行っ
て、諦めかけた動物達が元気になってくれるのは、心から嬉しいで
す。何かご不明な事がございましたら、お気軽にお尋ね下さい。

近藤亜衣
まだまだ未熟ではありますが、
飼い主さん、ワンちゃんネコちゃん
達のお役に立てるよう頑張ります。

　　　　　　　　　　     吉田昌則
東京農工大学で皮膚科研修医も兼
務しております。皮膚病に悩む動物
達の力になりたいと思います。

神奈川県相模原市南区 TEL ： 042-767-5775
http://www.geocities.jp/hidamari_ac/

福島県本宮市
TEL ： 0243-33-2176渡辺動物病院

http://nepo.co.jp/my/index.php?qid=110863
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