
以下の様にご報告致します。ご確認下さい。

収入

≪ドッグライフプランナーズ梶ヶ谷校≫ 合計 ５，０００円
及川キャロル様　　芳賀トト様
　　　　　　　　　
≪ドッグライフプランナーズ目黒校≫ 合計 ３，７００円
遠藤ハッピー様

≪ドッグライフプランナーズ港・品川校≫ 合計 １０，０００円
宇野チ―＆コ―様

≪お振り込み≫ 合計 １，０３６，４７５円
岩田カイ　様
黒田マックス様
山門ノア　様
堀田トミコ様（フリーマーケット／チャリティ－ＢＯＸ含）

≪被災犬譲渡時諸費用入金≫ 合計 ９４，８２０円
ＹＢ様　ＹＭ様　Ｎ様（江東区コロちゃん）

≪チャリティーBOX≫ 合計 １０９，３９０円
美容室　リ―プ
泉が丘動物病院
青木動物病院
ドッグライフプランナーズ梶ヶ谷校
ドッグライフプランナーズ目黒校
ドッグライフプランナーズ港・品川校

寄付収入・総合計１，２５９，３８５円
支出

病院費：避妊手術、乳腺腫瘍、フィラリア治療、心臓病 合計 ５１，０５２円

シャンプー：　７　頭 合計 18、000円
フード 合計 7、945円

被災犬支出・総合計 ７６，９９７円

被災犬収支報告書（２０１１年１２月1日～１２月３１日現在）



以下の様にご報告致します。ご確認下さい。

収入

≪ドッグライフプランナーズ梶ヶ谷校≫ 合計 １２，０００円
芳賀トト　様 １，０００円
及川　キャロル様 １，０００円
川瀬　ボギー様 １０，０００円

≪被災犬飼い主様よりの御入金≫ 合計 １５６，５４０円
ヨシダ様　コンノ様　ミツオ様　アクツ様

≪チャリティーBOX≫ 合計 １４５，４８２円
塩田動物病院
奥村動物病院

寄付収入・総合計

支出

病院費：狂犬病予防ワクチン、避妊手術、去勢手術、乳腺腫瘍、フィラリア治療
合計 ７２，３８０　円

シャンプー：１２頭 合計 １９，０００　円

フード 合計 １６，５６８　円

被災犬諸費用費・総合計

３１４，０２２円

１０７，９４８　円

被災犬収支報告書（２０１１年１１月1日～１１月３０日現在）



以下の様にご報告致します。ご確認下さい。

収入

≪ドッグライフプランナーズ梶ヶ谷校≫　　　　　　　　　　　　　 合計 ７，０００円
芳賀トト　様　　　　　 ２，０００円
大坪　様 ５、０００円

≪被災犬チャリティーライブ　チケット売上≫ 合計 ２３，０００円

≪お振り込み≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計 ５，０００円
石塚様

≪被災犬スポンサー制度　１０月≫ 合計 １０，０００円
栗山様

≪被災犬飼い主様よりの御入金≫ 合計 １５，０００円

≪チャリティーBOX≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計 ２５，１７４円
江東区民祭　チャリティーBOX設置（DLPより） １１，６７４円
江東区民祭　スクール犬散歩体験コーナー（DLPより） １３，５００円

寄付収入・総合計 ８５，１７４円

支出
病院費：心臓病・鼻炎 合計 １４，１２７円
シャンプー：５頭 合計 １１，０００円

被災犬諸経費・総合計 ２５，１２７円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

被災犬収支報告書（２０１１年10月１日～１０月３０日現在）



被災犬収支報告書（２０１１年９月1日～９月３０日）

以下の様にご報告致します。ご確認下さい。

収入

≪ドッグライフプランナーズ梶ヶ谷校≫　　　　　　　　　　　　　 合計 ２９，５００円
芳賀トト　様　　　　　 １，０００円
夏季売上の一部寄付　　 ２８，５００円

≪ドッグライフプランナーズ目黒校≫　　　　　　　　　　　　　　 合計 ４８，５００円
　夏季売上の一部寄付　 ４８，５００円

≪ドッグライフプランナーズ港・品川校≫　　　　　　　　　　　　 合計 ２７，５００円
　井上タラ　様 ５，０００円
　夏季売上の一部寄付 ２２，５００円

≪ドッグライフプランナーズ世田谷サロン≫ 合計 ２，０００円
　夏季売上の一部寄付

≪お振り込み≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計 １４，２５０円
イナバ　トモコ様・ミヤナガ　ダイスケ様

≪被災犬スポンサー制度　９月≫ 合計 ３７0，０００円
栗山　はるみ様
山門　美子様

≪チャリティーBOX≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計 １０５，５０８円
美容室　Leap 様　　　　　　　　　　　　　 １７，０００円
アニマル・メディカル・ステーション様　　 ２７，０４９円
山口アレジ・ハッピー様　　　　　　　　　 ２，６０３円
スリーエフ鷺沼駅前店　様　　　　　　　　 １０，４８７円
ながさわ動物病院　様　　　　　　　　　　 １８，５３０円
泉が丘動物病院　様　　　　　　　　　　　 ２８，０３２円

≪物品販売≫　 合計 ２５，４２５円
犬用防音室　（DLP港・品川校）

寄付収入・総合計 ６２０，８７６円

支出
被災犬　保護・管理・委託・預託費　ドッグライフプランナーズ４ 校合計　（９月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １日　１０，０００円×３０日＝３００，０００円

病院費：下痢、皮膚のおでき、心臓病　（各校）　 合計 １９，９５４円
シャンプー：７頭　　　　　　　　　　　　　　　 合計 １４，０００円
会の記録映像制作費（一部）　　　　　　　　　　 合計 １５，０００円

被災犬諸経費・総合計 ３４８，９５４円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



被災犬収支報告書（２０１１年８月１～８月３１日現在）

収入

≪ドッグライフプランナーズ梶ヶ谷校≫　　　　　　　　　　　　　　 合計 １０２，０００円
中萬マリン　ラム様　・　高倉Aｄｄｙ様

≪お振り込み≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計 　３４，０００円
ササジマミチヨ様・坂井真様・安渕聖司様

≪被災犬スポンサー制度　8月≫　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計 　２８，０００円
栗山　はるみ様（８・９月分）
安渕　聖司様（７月～１２月分）

≪チャリティーBOX≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計 １０５，５０８円
スリーエフ鷺沼駅前店　　　 ２３，０３０円
泉が丘動物病院　　　　　　 ３１，５８２円
てらだ動物病院　　　　　　 ３６，３８６円
塩田動物病院　　　　　　　 １４，５１０円

寄付 合計 ２６９，５０８円

支出
被災犬　保護・管理・委託・預託費　ドッグライフプランナーズ４校合計　（８月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　 １日　１０，０００円×３０日＝３００，０００円

病院費：避妊手術・心臓病・乳腺腫瘍・下痢・健康診断　　　　　　　　２７，６９０円
シャンプー費：　７頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９，０００円

支出合計 ３４６，６９０円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



被災犬収支報告書（２０１１年７月１日～７月３１日現在）

収入

≪ドッグライフプランナーズ梶ヶ谷校≫ 合計 ６，０００円
飯田タクヤ様・高倉Aｂｂｙ様・芳賀トト様・後藤日和様

≪ドッグライフプランナーズ目黒校≫ 合計 １，０００円
成田オリバー様

≪ドッグライフプランナーズ港・品川校≫ 合計 ２５，４２５円
犬具売上による寄付金

≪お振り込み≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計 ３３６，０００円
酒井陽子様・アベヤスコ様・山本惠美様・ヤマカドヨシコ様・
一瀬直子様・黒田範子様

≪被災犬スポンサー制度　７月≫ 合計 ８，０００円
ヤナギダ　ジュンコ　様　　　
栗山　はるみ様

≪法人様≫ 合計 １００，０００円
日本スピッツ協会様 １００，０００円

≪チャリティーBOX≫ 合計 ６２，３８１円
有限会社　うちだペットクリニック ３２，１４９円
ドッグライフプランナーズ梶ヶ谷校 ６，１０９円
ドッグライフプランナーズ目黒校 １２，５８８円
ドッグライフプランナーズ港・品川校 ６，３８５円
ピュアスィート様 ５，１５０円

　　　　　　　　　　　　　　　ご寄付　合計　￥　５３８，８０６

支出
被災犬　保護・管理・委託・預託費　ドッグライフプランナーズ４校　（７月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１日　１０，０００円×３０日＝３００，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２頭分

【特記事項】DLP各校被災犬状況　　梶ヶ谷校：チョッパー（大型：高齢犬）・さくら（中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型：病犬）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿久津 リュウ（中型）・小次朗（幼犬）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目黒校　：村田モモ〈中型）・満尾ピィ〈中型）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　港・品川校：島原ロッキー（中型：特別預託）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世田谷サロン：かえで〈中型：高齢犬：病犬）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茶々姫（幼犬）
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　長期一時預かり犬：吉田バロン（山門さま：杉並区）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：今野メル（野沢様：世田谷区）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：松下エル（中山様：川崎市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上 ： １２頭です。
　　　　　　　　ドッグビオ那須高原被災犬状況＝NPO法人JDSの委託管理・保護犬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　：１６頭 ・・・常駐トレーナースタッフ３名
　　　　　　　　＊詳細は、各H.P.を御覧下さい。

病院費：狂犬病予防注射・鼻炎・膀胱炎・心臓病 ８１，３６８円
シャンプー費：　７頭 １４，０００円

　　　　　　　　　　　　　支出合計　￥　３９５，３６８　（７月）

＊上記以外の、諸経費支出については、会の２０１１年度１２月の、年度支出報告　　　
　　で一般会計と合算して、報告致します。
＊疑問・質問は、会事務局へ、お願いします。



まだまだ、続く、改善の兆しの無い行政の動物支援体制・動物対策本部の助成金のゆくえ不明？

申請願いを出し続けて行きますが、どうぞ、皆様のご支援も、無理なく、続けて頂けましたら幸いです。

那須高原被災犬シェルターは、受け容れ可能頭数は５０頭～ですが、現状では人件費を含め、３人１６頭が限界です。

中型犬・大型犬・病犬・高齢犬が、多く、彼らを、きちんとケアできるのは、一人５頭が限度です。

他の団体・個人の受け入れも、限界に達していますので、何とか、助成金の、早期支給を、願ってやみません。

当会も、一層の、皆様の、ご支援を頂きながら、イベント、チャリティ－BOX設置・

グッズネット販売・街頭募金頭等による資金作りに、頑張って行きますので、是非、皆様の御参加を宜しく

チャリティ－お願い致します。



収入

≪ドッグライフプランナーズ梶ヶ谷校≫ 合計 ２８，０００円
及川キャロル様・原田ルカ様・芳賀トト様・後藤日和様・高倉Aｂｂｙ様

≪ドッグライフプランナーズ港・品川校≫ 合計 ５３，５００円
佐藤キャンディ様・宇野チ―・コ―様・和田トラテツ様・高橋様

≪お振り込み≫ 合計 ９５，９９１円
マカベフジコ様・山村啓二様・ハベカズヒロ様・ヤマカドヨシコ様・ヤマウチソノミ様
栗山はるみ様・スズキシホ様・ヤスブチセイジ様・小澤一様・島原　治耕様
タカダクニコ様・ヨシノリエコ様・山口アレジ様・三浦陽様

≪被災犬スポンサー制度　６月≫ 合計 １９，０００円
栗山はるみ　様 １０，０００円 （５・６月分）
ヤナギダ　ジュンコ様 ３，０００円 （６月分）
ヤスブチ　セイジ様 ６，０００円 （５・６月分）

≪法人様≫ 合計 ８０，０００円
有限会社　うちだペットクリニック様 ３０，０００円
犬ごころ　（有限会社　エヌ・シ―）様 ５０，０００円

≪チャリティーBOX≫ 合計 ４０１，７５７円
山門様　《バラ苑募金》　様 １４３，５２０円
奥村動物病院　様 １４４，８４９円
アニマルメディカルステーション　様 ５６，４４１円
ミリュウ　様 ６，０００円
ピュアスィート　様 ４，３０１円
ながさわ動物病院　様 ４６，６４６円

　　　　　　　　　ご寄付　合計　　６７８，２４８円

支出
被災犬　保護・管理・委託・預託費　ドッグライフプランナーズ４校　（５月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１日　１０，０００円×３０日＝３００，０００円

ＮＰＯ法人　ＪＤＳ　保護・管理・委託費
（被災犬保護シェルター：　ドッグビオ那須高原）　　
　栃木県那須塩原市戸田４８８－６
　　　　　　　　　　　　＊明細については、別途専用収支書が作成されていますので、お問い合わせください。

病院費：フィラリア治療・気管支炎・膀胱炎治療・健康診断 ４７，７８７円
シャンプー費：　　　　　頭　
被災犬（病犬）用特別フード　・パーキング費（出張シャンプー時） ３２，７３１円

　　　　　　　　　支出合計　１，８８０，５１８円（６月）

＊その他、諸雑費、経費に関しては２０１１年度末の一搬会計にて、御覧下さい。
被災犬保護・管理・委託・預託先の情報・報告に関してはこちらを是非、御覧下さい。

NPO法人　JDS　被災犬保護シェルター　　ドッグビオ那須高原 のH.P.

ドッグライフプランナーズ 　H.P.　　各校ブログ

１，５００，０００円

被災犬収支報告書（２０１１年６月１日～６月３０日現在）

http://www.jdogs.org/category/news/
http://www.dog-lp.com/


被災犬収支報告書（２０１１年５月１日～５月３１日現在）

収入

≪ドッグライフプランナーズ梶ヶ谷校≫　　　　 合計 １４，０００円
堀田ラム様・高橋ラブ　アポロ様

≪ドッグライフプランナーズ港・品川校≫　　　 合計 ２０，０００円
加藤栗夫様・宇野チ―・コ―様

≪お振り込み≫　　　　　　　　　　　　　　　 合計 １８９，０００円
オグラユウコ様・ブッシュヒデコ様・栗山はるみ様・タムラユウコ様・ヤギトキコ様
オクトミアツコ様・中川洋二様・関満寿美様・スギヤマランコ様・モリシタヒサヨ様
杉山美香様・有馬桃江様・中込祐子様・石井紀子様・高貴子様・清水サチ子様
横山弘美様

≪法人様≫ 合計 １，１００，０００円
日本財団 ROAD PROJECT　　　　　　　 １，０００，０００円
株式会社　ラジャ　様　　　　　　　 １００，０００円

≪チャりティーBOX≫ 合計 １６６，８６０円
DLP梶ヶ谷校　様　　　　　　　　　　 ７，１９４円
駒沢譲渡会　　　　　　　　　　　　 １８，２３５円 （５/０５）
川越譲渡会　　　　　　　　　　　　 ６，５００円 （５/０８）
てらだ動物病院　様　　　　　　　　 ３１，４８４円 （５/０６）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２５，８２１円 （５/２４）
ポチ・たま霊園　様　　　　　　　　 ３５，０００円 （５/２４）
スリーエフ鷺沼駅前店 様　　　 　　 １２，６２６円 （５/２７）
泉が丘動物病院 様（宇都宮市） 　　 ３０，０００円 （５/３１）

　　 　　　　寄付・助成金合計　１，４８９，８６０円（５月）

支出

被災犬　保護・管理・委託・預託費　　ドッグライフプランナーズ　４校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１日被災犬２０頭分×＠５００円＝１０，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　３０日＝３００，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人件費・食費・消耗品・雑貨　等）

ＮＰＯ法人　ＪＤＳ　被災犬　保護・管理・委託・預託費　　　　　　　　 １，０００，０００円

　　　　　　　　　　
病院費：フィラリア症治療・眼・ワクチン接種・避妊去勢手術　　　　　　　 ８３，１７３円
シャンプー費：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２２，８００円
特別療法食：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ９，３７１円
那須シェルター被災犬用ケージ　３０個：　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２８１，１５０円
ドッグバス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ９０，０００円

　　　　　　　　　　　　　支出合計　￥１，７８６，４９４（５月）



原発地区〝被災犬”に温かい多くの寄付・募金を有難うございます！！

《ドッグライフプランナーズ梶ヶ谷校》 合計  １１５，１２５円

鳥居ココ様・及川キャロル様・西村ベリー様・松崎フィル&ル―ク様・T 暁子様・

芳賀トト様・寺下バニラ様・滝沢ジャガ&キィ様・飯田タクヤ様・阿部もも様・戸根様

小林ダルビッシュ様・佐藤はな様・斉藤マリユウ様・小林ミル様・大森マロ様・

佐藤ミント様・吉田アスカ様

《ドッグライフプランナーズ目黒校》 合計  １５５，４００円

後藤えな様・鈴木アトム&ヴィヴィアン様・三田ミント様・大山ク―ピン様・鈴木様・

小林金太郎様・山中ナナ様・高橋クッキー様・武士カツ様・遠藤ハッピー様・大森様・

岡部みかん様・織戸Com様・柳ヶ瀬のん様・綱野風子様・石原ジョイ様・藍智子様

松井ジャッキー様・堀クッキー様・増田マルル様

《ドッグライフプランナーズ港・品川校》 合計  ２２１，４８０円

深沢龍之介様・大森様・吉川きゅり様・西本幸太郎様・五十嵐りん様・石田メリー様

レイクストローマロ様・西岡メル様・森 様・佐藤キャンディ様・服部様・上野もも様

・伊藤空様・伊藤ケン様・横田マロン様・宇野チ―&コ―様・小林虎太朗 & 勝太様

加藤まめ&あずき&よっくん様・渡辺ガブ様・有賀きなこ様・大西ジュリア様

《ドッグライフプランナーズ世田谷サロン》 合計  １９８，８００円

西村リンクス様・T.K（川崎）様・岡山まるこ様・吉野利江子・みちよ様・吉野爽介君

岸亜弥様・岡野アニー様・横山アガサ様・藤田みゅう様・山田様・安田様・細川様・

松本芳枝様・石原ブラン様・尾塚栄美様・清水久栄様

《お振り込み》 合計 １，０７５，０００円

岡村美香様・オオニシジュリア様・ニシムラトモコ様・高貴子様・西田眞司郎様・持木

淳子様・ホリタカシ様・簗場広一様・カネコマミ様・小澤 一様・川瀬節子様・トクナガ

チヨコ様・杉山和子様・織戸友子様・ツクダ ヨシオ様・東平浩美様・ヤマグチツヨシ様

ホシ カツノリ様・シライシ サチ様・鵜飼るり子様・ヤスブチ セイジ様・クロダノリコ様・

稲森様・栗山はるみ様・ヒルタ ルリ様・横谷理香様・ツルタ ヤスト様・山口理美様・

フジタ サヨ様・ハヤシ キヨ様・サゲハシ マサヒロ様・カネコ ミサコ様・中萬知子様・

ミタムラ ヒデオ様・山門ヨシコ様・小林由季様・クロダノリコ様・H.幸恵様・スミ コウイ

チロウ様・山口真吾様/阿見寺 浩俊様・大島千鶴様・ウエハラ タカユキ様・イノウエ

マリ様・トドリキサクラコ様・ヤスブチ セイジ様・飯田康代様・高橋 美恵様・藤山

幸江様・佐伯守康様・山室 加代様・クロダ ノリコ様・中川 洋二様・大城 幸子様・

中村 正吾様・中村 亜紀子様・小島牧子様・小島由布子様・藤巻祐子様・服部様

赤坂佳代子様・高木えり様

被災犬収支報告書（２０１１年４月１日～４月３０日現在）



《法人様》 合計 ２１９，２７９円

㈱ピコネ 様　 ９７、７２０円

アニマルメディカルステーション スタッフの皆様　 ６１，５５９円

レッツドッグ（横山）様 １０，０００円

マキコフーズステュ―ディオ様　  ５０，０００円

《チャリティ―BOX》　 合計 ３２７，４０９円

てらだ動物病院様 ３１，４８４円

ながさわ動物病院 様 （３/３１） １２，４５３円

ながさわ動物病院 様 （４/２８） ３２，７２０円

スリーエフ鷺沼駅前店 様 （３/３１） １０４，７１９円

スリーエフ鷺沼駅前店 様 （ ５/６ ） ３２，９２３円

アニマルメディカルステーション様 ６８，５９９円

hick hick 様  　 　７，４５４円

Cafe shien 様 　  ３，４５７円

DLP梶ヶ谷校 様 　  ６，４５８円

DLP目黒校 様 　　 １２，５８８円

DLP港・品川校 様 １４，５５４円

《特別緊急支援団体》 合計 ２，９６０，０００円

公益社団法人 シヴィック フォース 様 ２，９６０，０００円

以上２０１１年４月３０日現在、本当に沢山の寄付・募金を有難うございました。

＊もし上記にお名前がない方がいらっしゃいましたら、大変お手数ですが、

事務局までご一報下さいますようお願い致します。

寄付合計 ５，１５７，３６８ 円

募金・ ５月１日以降については、６月報告予定です。

支出については、被災犬 保護・管理：委託・預託費 ３月２５日～４月３０日まで

（ＤＬＰスクール４校）

1日被災犬 ２０頭分×＠５００円＝１０，０００円

　　× ３０日＝３００，０００円　（人件費・食費・消耗品費・雑費 等）

病院費：フィラリア症治療・皮膚・眼・腎臓・

外傷治療・・・・ （～４月３０日）  　　　　　　 　　　　　　 　　　　　  ４３，９５０円

医療品費：フィラリア予防薬（５月～１２月）

８×２０頭×＠￥1,000＝１６０，０００円

＊ノミダニ駆除剤は、全て寄付品を充てる。

混合ワクチン・狂犬病予防接種については、５月ｏｒ６月以降に随時接種予定。



シャンプー費（除染含む）延べ３５頭分 ＝７７，０００円

ペットシーツ・おやつ・療養食≒５，７２９円

＊ほか、放射能測定機≒５０，０００円

救出時用防護服一式（延べ８人分）≒ ６０，０００円

〃 車両レンタル料 ≒ ５０，０００円

チャリティ―BOX （50個×＠3,000円）≒１５０，０００円

＊支出：諸経費詳細については、２０１１年度会計報告にて表記致します。

２０１１年４月３０日現在 支出合計 ８９６，６７９円

＊５月より不妊手術が始まり、里親探し・一時預かり等の手続きも増えます。

＊福島県の避難区域も多くなり、被災犬は、更に増える見込みです。

ＤＬＰスクールへの預託だけでは、到底、増え続ける被災・置き去り・放浪犬の捕獲・救出

してからの受け入れのための保護シェルターは完全に不足です。DLP校への保護犬負担も

限界になることが、予想されます。

Ｓａｖｅ ｔｈｅ Dogでは、栃木県那須塩原に、１００頭～保護出来る大型シェルターの設立を

決定しました！５月末日までには、備品の設置と、スタッフの雇用。牧草地の整地作業、

スタッフの雇用等を完了するように進めており、今、預託しているDLP校と同じレベルの

保護シェルターを目指します。

まだまだ現地には置き去り・放浪・繋留の被災犬たちがおり、かなりの長期化が予想

されます。

どうか、この日本初の、被災犬の為の《那須塩原大型保護シェルター》設置が、成功しますよう

に引き続き温かいご支援を宜しくお願い致します。

日本国の不幸犬が、一頭でも少なくなるように！！！



【特記】

　この度の震災の後、震災犬の保護活動を続けてまいり、皆様からの予想をはるかに上回る

御寄付をいただくことができ、厚く感謝申し上げます。

　Ｓａｖｅ ｔｈｅ Ｄｏｇは、兼ねてより啓発活動が主体になり、専用の保護シェルタ―を運営して

おりません。現在も、一搬の保護犬たちの里親探し・譲渡会・長期一時預かりは、全て

ドッグライフプランナーズの最大の協力体制の元に活動を進めております。

しかし、この度の原発地区被災犬の救出・保護活動では、保護犬の数があまりにも多く、

ドッグライフプランナーズの４校だけでは保護管理が非常に難しくなり、関連団体の

ＮＰＯ法人ＪＤＳに、依頼することになりました。

緊急シェルターの土地探し、犬の専門学校卒のスタッフを地元福島で採用、土地整備・保護

施設の設備の完備に向けて、ボランティアの皆様の心強い協力とさらに加えて、各地区の

獣医の先生方の、こちらも強力なサポート体制の中、現在慎重に順調に進めております。

被災者の方々（人）でさえ、先の見通しが無いと言われる中、人に全運命を託して生きている

動物たちは、更に、悲運が予想されます。

”自分だけ良ければ。。。”という国には、幸せな国の未来図は皆無でしょう！

特に、原発地区は”人災”と断言できます。

最後までお読み頂いた、心優しい、聡明な皆様、是非今だからこそ、一丸となって、人の手に

よる不幸・悲運から、無垢な動物たちを守っていく活動に、更なるお力をお貸し下さい。

其々の皆様の出来る形で充分でございます。

一人では、全く何も進みません。

引き続き、ご支援宜しくお願い致します。


