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「性格」や「相性のよさ」は、あまり考慮されず、

60％の人が 「見た目」で選び
その内

50％の人が

事前の犬種に関する知識不足を感じています。

新しい家族を迎える前に
「事前の知識が不足していた」ために病気を悪
化させたりすることのないよう十分注意してく
ださい。
衝動買いで犬が不幸になってしまわないためにも
信頼できるお店・ブリーダーさんをお選びくだ
さい。

飼い主・愛犬ともども幸せな生活を送るために
は、飼い主がその犬種の特徴や気質を良く理解
し、食事や室内環境の整備など犬種別にケアを
行っていくことが重要です。

がんばれラリー！
野良猫が公職へ大抜擢

イギリスの首相官邸でネズ
ミが増えてしまい大問題に。
そこで白羽の矢が立ったの
は、雄 ネ コ の ラリ ー くん。
首相官邸に住み込みでその
任務にあたることになりま
した。
英国ダウニング街 10 番地にある首相官邸では、かつて優秀な
ネコの皆様が飼われていた歴史があり、マーガレット・サッ
チャー首相が飼っていた「ハンフリー」は「伝説のネコ」と言
われる位有名で、首相官邸職員名簿に名を連ねていた事もあ
るほど。

このたび、新しくイギリス首相官邸のねずみ獲りの任に付い
たのは 4 歳のオス猫ラリー君。
彼は以前、テムズ川南岸のバタシー地区をうろつく野良猫だっ
たのですが、バタシー地区の犬猫愛護施設が彼を保護。
人なつっこい性格で、極めて高い獲物
の捕獲能力を有している事から、愛護
施設の職員が首相官邸のねずみ取り役
として推薦し、キャメロン首相のお子さ
ん達からも許可が出たために、ラリー
君は首相官邸で任に付く事が決まった
そうです。
かつては野良ネコだったラリーくんも、
その人生を変える公職への大抜擢（だ
いばってき）に意欲満々です。

先進国のペット事情
イギリスでは、店頭販売をしていなくても生後
間もない子犬を人目の付く場所に置いておい
たりしただけで法律により罰せられます。店頭
販売が許されているのは王室御用達の高級百貨店の「ハロッ
ズ」だけですが一日中ゲージの中に入れられている訳ではあ
りません。飼い主となる人の経済状況や犬が生活する環境な
ど厳正な審査があり、それを通過しないと飼う事は出来ませ
んし、
ブリーダーも自分が誇りを持って育ててきた子たちを中
途半端な人には決して渡すことはないそうです。
人間の方が選ばれるんですね。
殺処分0の国ドイツでは、小屋の大きさ・風向
き・素材・日当たりなどの「動物の生活空間」の
法律や「動物の運動時間」の法律まであり、違
反すると
「動物虐待罪」に問われます。
「犬の保護に関する条例」の一つに「犬は戸外において檻や
繋がれている場所からはなれたところでの充分な運動と飼
育管理しているものとの充分な接触が保障されなければな
らない。」
とあり、個人の飼い犬だけでなく繁殖業者の抱える
繁殖用の犬たちや販売業者の抱える販売用の犬全てに要求
されるのです。

フランスではペットの売買時に、販売者から購
入者に対して、販売の証明書と獣医師によって
発行される健康証明書が渡されることになっ
ています。
住宅の契約に関連して、ペット飼育を禁止する規約を結ぶこ
とは無効とされており、アパートなどの集合住宅における動
物の飼育は禁止されません。
「犬の学校」が盛んで高い率で入学し、訓練を受けています。
良く聞く話ですが、レストランと名の付く店は「犬OK、子供
NG」です。何故なら、子供は学校に行っていなくて、犬は行っ
ているからです。

つまり、ペット先進国では・・・
こちらの環境次第では
「売らない」
と言うことを意味しています。
先進国がショーケースでの販売を禁止している理由としては
主に次の3点が原因なのです。
1.子犬のストレスや免疫力の低下による感染症の発症を防ぐ目的
2.ペットの衝動買いを防ぎ、捨て犬を減らす目的
3.子犬の性格形成にとって、大切な社会化期を重要視している為

ペット後進国日本は・・・

東京・某ターミナル前にある深夜営業のペットショップ

子犬にとって過酷です。
沢山の人が見に来ます、中には犬を連れて来
る人も居ます（病気の感染の危険が・・・）
子供は大声で騒ぎ、バタバタと走
り回ています。
まだ日齢の幼い仔犬がとても多
いことに驚かされます。
その日齢を逆算すると、ショップ
に陳列する為に生後何日で出荷
した（母犬から離した）のでしょう
か？最も保護されるべき時期にある離乳もままならない幼い
子犬を人間の都合の良いように流通させるという行為は、人
道的にも犬学的にも保護になど値しない。
ヒトにとってはほんの数日間かもしれないが、生後数週間の

子犬にとっての孤独な数日間の
流通はトラウマにならない方が
不思議です。
孤独な数日間にいくら暖かい
ヒーターや食事が与えられてい
たとしても、それは母犬や兄弟
犬 の 代わりには ならな い ので
す。
日本のには安易に営利目的に
走り続 けるペットショップ・ブ
リーダーが存在し、また、それを
排除する仕組みをペット業界が
もっていないようです。

「国家の偉大さと道徳上の進歩はその国における動物の扱い方によって評価することができる」
というインド建国の父マハトマ・ガンジーの言葉が心に刺さります。

だから猫はたまらない 猫 の感情表現
手のひらでたたく
手は猫にとっても便利な感情表現の道具です。
オーナー
にかまって欲しいときには、
爪や肉球でオーナーを軽くト
ントンとたたいて合図してきます。怒ったときに爪を立て
て引っ掻くのとはかなり違っています。

尻尾
猫が旗のように尻尾を立ててこちらに近づ
いてくるときは、挨拶のサインです。特に、足元
に纏わり付きながら尻尾でトントンと合図する場合
は、
歓迎を意図しています。

「良いブリーダーの条件」
「このような店は避けるべき」など
「バランスα」
をお取り扱いいただいている動物病院の院長先生に伺いました。

エンゼルペットクリニック

（福岡県古賀市）院長・ 名越譲治

ので す。残 念 な がら子 犬 の
ルーツが分かることは稀だと
思いますが、そのショップの子
犬の扱いについて観察すること
が重要です。子犬が清潔で安心で
きる環境で育てられていることは勿論、
動物行動学に基づいて、可能な限り子犬の社会化(これから
生活していく家庭環境のいろいろな刺激に慣らすこと)に取り
組み、個々の犬種の良いところのみならず、困ったところもき
ちんと説明でき、なお且つ、その対処法も教えて下さるショッ
プだと安心ですね。
でも、純血種にこだわりがないのであれば、是非お近くの
動物愛護センターや民間のシェルターを訪ねてみて下さい。
いろいろな事情で飼主から手放された犬たちがいます。
ここ
でも、犬が置かれている環境が清潔で、動物行動学に明るい
管理者がいらっしゃるところを選ぶようにして下さい。

これから新しく子犬を迎えようという
方は、いくつかの「子犬との出会い方」
があると思います。血統書がついてい
る、いわゆる純血種を迎えるのであれ
ば、恐らくペットショップやブリーダー
さんからになるでしょう。
これからの生涯を20年近く共に過ご
すわけですから、できるだけベストの出会いにしたいもので
すよね。
気質の安定した健康な子犬は、間違いなく心身とも健全な
両親犬からしか生まれないはずです。
ブリーダーさんであれ
ば、両親犬のみならず両親犬の置かれている環境を見せて
頂けるとありがたいですよね。快く見せて頂けないところは
遠慮した方が良いでしょう。その上で、今回ブリーディング(繁
殖)した理由を尋ねてみましょう。その犬種の健全な発展を
願っているブリーダーさんであれば必ず「目的」を持って繁殖
そして最後に。
どんなに完ぺきな子犬を選んだとしても、そ
されているはずです。
の後に十分手をかけてあげないと選ぶ意味はありません。
犬種のスタンダードについて語れないブリーダーさんは論
「氏より育ち」
という言葉もあります。
どんな出会いであったと
外です。ただし、真剣に繁殖を考えていらっしゃる方ほど出産
しても、めぐり会った大切な命が人生最良のパートナーとなり
させる回数は少ないので、希望の子犬を手に入れるまで数年
ますように。
は待つ覚悟が必要です。
ペットショップも子犬との出会いの場になることが多いも

チロとサクラのクリニック（神奈川県横浜市）

院長・渡辺由香
店頭販売に出していたり、ネットで販売なんていうのはもちろ
んダメですが、親犬を心身共に健康に育て、生まれた子の健
康管理を託せる方にお譲りしているブリーダーさんがいいと
思います。繁殖が負担になる雌犬の繁殖はさせない、問題と
なる疾患が出てくる可能性のある子の繁殖はさせないなど、
当たり前のことですが、命を大切にしているブリーダさんが
一番です。動物を購入するまでじっくり時間をかけてお付き
合いができるブリーダーさんが良いです。もちろん購入後も
交流を続けられる方です。

ふぅ動物病院（東京都青梅市）

院長：鈴木章子
清潔なお店で細かいことでも何でも見聞きさせてくれる所が
良いと思います。
良いブリーダー、店舗の条件はその場に足を入れた瞬間にも
感じられると思います。
嫌な臭いもなく明るく清潔で犬や猫たちは皆健康そうです。
犬種の特徴からかかりやすい病気や気をつけるべき飼育方
法など、マニュアルではなく、一つ一つを丁寧に教え、答えて
くれる所か良いと思います。
アフターケアも行き届いている所が良いですし、店やブリー
ダーのこだわりを持ちつつも押しつけがましくない所を時間
をかけて探していくことが良い子犬やご縁に恵まれるのでは
ないかと思います。

斉藤牧場動物病院（千葉県柏市）

院長：齋藤温子
不衛生、不親切はもちろんの事ですが、あまりに小さく幼い
(生後三カ月未満)を売っている。中には一カ月に満たない場
合もあります。
身体チェックを十分にしていない(下痢や咳、皮膚病のチェッ
ク、心音異常なども)このようなお店は避けるべきでしょう。
外見の良さだけにとらわれず、心身ともに健全な育成と繁殖
を考え、
アフターケアもいきとどいているブリーダーさんを選
んでください。

あまみ動物病院（新潟県上越市）

院長：上原愛童
良いブリーダーとは・・・
・愛情を持ってその種を育てていこうとする方
・一生涯に何度も何度も交配するのではなく、その動物が心
身共に健康で問題のないタイミングで交配をする。
・ゲージ飼いではなく家庭内で人間と共に生活している。
・フードや健康に十分注意をはらう。
・社会化期のプログラムを実施している。
・遺伝疾患の知識を持ち、可能な検査をしている。
・近しい飼い主とは何度も面接して本当に飼育に適している
か確認して子犬を渡している。
・清潔な環境で生活している。 ・十分な運動をさせている。
これだけの事をするとなると商売として行うものではないと
思います。

森獣医科医院（福岡県北九州市）院長：森敏彰

大変難しい質問ですが、犬を飼うにあたって重要なことだ
と思います。
簡単な言い方をすると・・・
「商売として繁殖している」か「犬
が好きな結果として繁殖しているか」だと思います。
繁殖者の人間性ですね。
しかし、
これを見極めるのが難しいですよね。
私は個人的に会わない、もしくは気に入らない繁殖者とは
付き合いを持たないようにしています。その結果、今、駆け
引きなしで付き合っている繁殖者は・・・

譲渡会とは・・・安易な飼育や不用意な繁殖などにより保険

所に保護され処分されようとしている不幸な犬や猫を救うこ
とを目的に行われている新しい飼い主探しです。
東京都福祉保健局 動物愛護相談センターの場合、犬を譲り
受けることができる条件は、
1：譲渡される動物を適正に飼養できること。
（犬の飼い主は、登録や狂犬病予防注射などが義務づけられ
ています。その他、動物を飼う上で飼い主に科せられた義務
（しつけなど）は遵守しなければなりません。）
2：終生飼養できること。
（動物を飼うにはお金がかかります。動物の一生を世話する
には食事代や医療費等、お金が必要です。
歳をとれば病気や認知症になったり、介護が必要になること
もあります。それでも、終生飼いつづける覚悟が必要です。）
3：不妊去勢手術、またはこれに代わる確実な繁殖制限措置
を行えること。
（譲渡される犬ネコは一度その命を不要とされた存在です。

1：犬が好きで、一時期犬にはまってしまったことがある。が
スタート。
2：はまった1種類の犬を繁殖している。
3：その一種類の犬に関しては、
こだわりがあるし詳しい。
4：ほとんどペットショップには卸さない。
5：経営者と繁殖者は同一である。
今から犬を飼うのであれば、衝動買いはせずに、
じっくり繁殖者の家を訪れて、話を聞いてみるのが良いので
はないでしょうか。
その前に、動物管理センター(保健所)の動物譲渡会などに
行ってみて欲しいですね。
同じ運命をたどる犬ネコを作らないためにも繁殖制限は必
要です。同意できない方には譲渡できません。）
4：原則として都内に在住する成人であること。
（転勤や引越しの可能性がある方は、
もう一度よく考えてみて
ください。引き取ってくれる人は簡単には見つかりません。）
5：飼養にあたり家族全員の同意が得られていること。
（「子供が飼いたいというのでシブシブ」
ではダメです。新しい
家族に対する責任についてよく考えてください。）
6：飼養場所が集合住宅もしくは借家の場合、動物の飼養が
承認されていることが、規約等の文書で提出できること。
（「内緒で飼います」
「隣が飼っているからうちも･･･」
という方
には譲渡できません。）
以上の条件をすべて備え、センターが実施する譲渡事前講習
会を受講して譲り受けることができます。
東京の場合、世田谷区、
日野市、大田区の3ヶ所に事務所があ
ります。
また、動物愛護団体、個人ボランティア(東京の場合26か所)
にも譲渡され、そこでまた新たな飼い主を探す「里親会」など
が行われています。

与える量について・・・
１日に与える目安は体重１kgに対し１ml以上を与える
ように勧めております。
（薬ではありませんから、あまり神
経質にならないでください）
腎臓病をかかえているゴールデンの老犬に「バランスα」
を毎日100ml与えている飼い主さんもいらっしゃいます。
ペットがそのまま飲まないときには、飲み水（塩素の入った水
道水はお避けください）に加えるか、ペットフードに混ぜて与えても効果効
能は変わりません。
また、
「バランスα」はどんな薬と併用しても副作用はあ
りません。

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。

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）

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。

完了です。
72 時間以内に
お届けします。

※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。

