ペットと暮らすシニア世代 のあなたを支援する情報誌
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感染す

わ が 家 の 犬 ︑猫 に ︑
新 型コロ ナ ウ イ ルスは
る？

ウ イ ズ・コロ ナ

［創刊号］v o l .

特集

ご 心 配 の み な さ ま ！ こ れ だ け は 気 をつけ て ︒

コロ ナ と と も に
安 全 なペット ラ イ フ

わんにゃお
通信

ソーシャルデイスタンスです。
ドッグランも残念ながら、感染源となる可能性は否定できませ
ん。まして、公園などでリードなしで遊ばせるのは、自分の犬が
感染する危険が増えるばかりか、他人や他の犬に感染させるか
もしれない、という迷惑行為になります。
どうしても行かなくてはならないところー動物病院とか、トリミ

世界中から、ペットの感染に関する報告や研究が、いくつか

ングサロンとかーの場合は、３密や換気対策があるか、など衛

報 告されています。その 多くは、Preliminary Report と言う、

生的な施設を選び、またスタッフが、マスクやフェイスシールド

初期報告です。「人から猫にコロナがうつったと思われる症例が

といった感染予防を徹底しているところを選びましょう。

うちで出ましたよ」「実験的に数匹の犬にコロナを感染させてみ
たら、何日間もコロナが鼻腔にいたよ」といった報告です。
その後、「ペットにも感染するという報告があるから、本腰を
入れてちゃんと研究判明しないといけないね」となり、多くの研
究施設で、実験規模、対象動物の数、調査方法や精密度など、
より洗練された、高度な実験や研究に進みます。これらの、レ
ベルの高い研究、実験は、その後、複数の専門家がちゃんと細

もし、私がコロナにかかったら。
友達がコロナになり、お世話を頼まれたら。
このご時世、その時のために、準備をしておく必要がありま
すね。
まず、新型コロナに感染した飼い主の犬、猫は、「濃厚接触

部を確認し、信ぴょう性の高い重要な報告として、認められます。

動物」とみなされます。犬や猫に症状がなくても、鼻腔、気管に、

これを査読プロセスと言います。

ウイルスがいる可能性があります。

それはかわいそう？
うちの犬はドッグランでじゃれ合わないとストレスになる。うち
の猫は外に出ないと怒りだす、など、簡単ではない場合もある
でしょう。
はい、もし、今までどおりの生活が、安全であるならば、今
までと同じように続けたいです。
しかし、今、世の中はウイズ・コロナ。私たちも、居酒屋、
ライブハウス、映画館、スポーツ観戦などの機会を減らし、学

自分が感染し、入院している期間など、お世話を家族や友達

生は教室からウエブ授業に代わり、会社から自宅で仕事をする

ちろん、だから信用できない、という事ではありませんが、今の

にお世話を頼む時は、以上を踏まえて、お世話する人が感染し

ようになり、新しいスタイルを模索しています。自分の犬、猫も

段階では、まだよくわかっていない、というものです。今後のさ

ないように注意しなくてはなりません。適切な防護具（抗ウイル

そうです。新しい遊び、新しい形のペットとの交流、新しいタイ

らなる研究発表を待つしかありません。

スマスク、
フェイスシールドなど）の着用が望まれます。詳しくは、

プのペットの運動。自分の最愛のペットの幸せのために、ストレ

以上をふまえて、現段階で、新型コロナに関する専門家の見解

最寄りの動物病院、保健所等に相談してください。

スにならない新しいライフスタイル、ウイズ・コロナスタイルを、

新型コロナウイルスに関する報告は、まだ初期報告です。も

は、以下のようになっています。
❶ 新型コロナウイルスは、基本は人のウイルス。人から人への
感染が主流。

❷ 人から犬、猫への感染は、おそらく、少数起こっているだろう。

自分のペットを、コロナウイルスから
守るにはどうすればよいか。
答えは簡単です。まず、自分がコロナウイルスに感染しない

しかし、感染したとしても、多くのペットはくしゃみ、発熱、鼻

こと。次に自分のペットが、自分以外の他人や他のペットとの接

水といったコロナ症状は呈さない。

触を、最低限にすることです。

❸ コロナウイルスを持った犬、猫が、人に感染させるという事
実は、今のところ証明されていない。

❹ ただし、犬や猫の気道にウイルスがいれば、そこから人へ感

猫の場合、外に出さないことです。自宅には来客を入れず、
自分がコロナに感染しなければ、猫も感染しません。
犬の場合は、散歩時に、他人や他の犬との接触をできるだけ

染する可能性はあるだろう。よって、コロナウイルスと濃厚接

避けること。外で遭遇する人と犬は、
「無症状だけど、
コロナを持っ

触したペットは、マスク着用などで、注意して扱うべきである。

ているかもしれない」と想定しましょう。なるべく近寄らない、な

❺ 新型コロナウイルスの感染拡大に、ペットは大きな役割を担っ
ていない。

でさせない。自分たちも立ち話をしない。なるべく他人や他の犬
がいない時間帯を選んで散歩させる、などです。自分も、犬も、

考えてあげてください。
-------------------------------------------------------------（にしやま・ゆうこ）1986年北海道大学獣医学部
卒。東京と北海道の動物病院に勤務後、米国ロ
スアンゼルスに移住。米国獣医師免許取得。勤
務医を経て、カルフォルニアガーディナ市に開
業。2014年に同病院を辞任。保護動物の臨床の
先駆者として、
シェルターメディシンと獣医法医
学を専門とする。動物虐待、医療ネグレクト、地
域猫問題、多頭飼育崩壊など講演を多数行う。
主な著書「小さな命を救いたい！」
（ エフエー出
獣医師・
版）、
「 セイン・グッバイ」
（ 駒草出版）
「 いい獣医
シェルターメディスン さんに出会いたい」(ポット出版プラス）他多数。
西山 ゆう子 さん 2017年神奈川県動物愛護協会賞受賞。1男1女
の母。誰にも負けない高齢出産が自慢。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ダックスフントのちょこちゃんをたまたま「さくら」に連れてくると、
入居者さんたちが今まで見せたことのない笑顔をみせて、ちょ
こちゃんを交互に抱っこし、喜んでくれたのです。子どもの頃か

いつまでも
ペットと一 緒

ら犬と暮らしてきた竹田さん、これって認知症に効果的な「ドッ
グセラピー」ではないかと気づいたといいます。
そこから、竹田さんの猛勉強が始まります。
「ペット看護師」
「動
物介護士」「ペットセラピスト」といった、ドッグセラピーにかか
わる認定資格を次々に取得。そんな竹田さんを後押ししたのが、
「さくら」を運営している株式会社ばぁんの代表取締役の中谷勝

ペットと一緒に暮らせる
グループホーム「さくら」

行さんです。中谷さんは、17年前に「さくら」をオープンして間
もなく伝書鳩100匹を飼い、日本鳩レース協会のレースにも参加
されるというだけあって、動物好きでペット共生施設への理解は
人一倍。また介護職員さんもほとんどがペットを飼っておられて、

コロナ禍の緊張を
10匹の犬たちが
解きほぐしてくれています。
NHKの 朝 の ニュースで 奈 良にペットと一 緒 に暮らせるグ
ループホームがあることを知り、2020年3月5日
（木）生駒市白

大賛成。ユニークなペット可のグループホームとして新たに踏み
出されたのです。
竹田さんいわく、犬たちは「スーパー傾聴ボランティア」。犬
たちは何もしないのだけれど、入居者さん自身をそのまま受け入
株式会社ばぁんの代表取締役中谷勝行さんと
施設長の竹田幸代さん

犬を抱いた入居者さんの笑顔に押されて。

れ、認めてくれる存在。認知症の症状によくある猜疑心が、犬
や猫といっしょの折には影を潜め、元気だったころの平常心が
よみがえるといいます。犬とのふれあいで、天真爛漫な笑顔が
戻るのをみると、ペット可によってもたらされるマイナスなどは些
細な事、それを幾倍も上回る喜びを感じるといいます。

庭台にある「認知症対応型共同生活介護 にぎやか大家族 グ

「アニマルセラピー」という言葉があるように、動物とふれあ

ループホーム さくら」を訪問しました（ペットライフネットのホー

いうことは心身にやすらぎをあたえ、暮らしの質を高めることが

ところで、毎日の朝夕の犬連れでの散歩は、この地域の「見

ムページ「スタッフブログ」に書いていますのでご覧ください。

広く認められています。ことに高齢者にとっては、動物介在療法

守り隊」としても機能しています。今まで、迷い犬４匹、徘徊人

http://petlifenet.org/blog/）。この日は新型コロナウィルスの

としても有効だとされています。

２人を救った実績を持ちます。畑の中で倒れていたおばあさん
を救った経験もあります。

感染拡大で小中学校の臨時休校が始まった 3日後、マスク、手

しかし、日本の高齢者施設のほとんどはペットとの同居を認め

洗いには注意を払っていましたが、意識的にはまだまだゆるいも

ていません。その理由は、「ペットアレルギーの人も入居してい

のがありました。しかし、4月7日に緊急事態宣言が発令され、

るのに、共有スペースをどう分けるのだ？」「免疫力が落ちてい

います。地元の人たち

生活のすべてが自粛ムード一色に。そしてようやく6月19日に都

また、「グループホーム さくら」は２４時間、明かりがついて

るお年寄りにもしものことがあったらどうするのだ？」「遊んでい

にとって、「ココがあっ

道府県間移動自粛解除になり、6月23日、気がかりだったグルー

てはずみでペットが入居者にかみついたり、引っかいたりしたら

て安 心する」といわれ

プホーム「さくら」のみなさんの

どうするのだ？」「家具や備品を噛んだり、引っかいたりされると

ています。

今 をお尋ねしました。

新入りのシェーンちゃんが大歓迎！

困るじゃないか」「犬の散歩はだれがするのだ？」「廊下でおも

地域のなかに溶け込

らしをしたり吐いたりしたら不潔だし、掃除の手間がかかって大

み、なくてはならな い

変だろう？」「入居者が先に亡くなったら、連れてこられた犬や

施設として認められてき

猫は誰が責任をもって最期まで面倒をみるのだ？」…などなど。

た「グループホーム さ

をあげて歓待してくれます。なかでも元気なのが前回見なかっ

急速に進む高齢化でヒト・モノ・カネ、すべてにわたって圧迫

くら」は、2019年度奈

た大きなボクサー犬。私の胸元まで足を延ばしての大歓待です。

されている介護業界にあっては、ペットと暮らせる高齢者施設を

良介護大賞が授与され

施設長の竹田幸代さんに聞くと、たまたまホームセンターに行く

運営することはあまりにもリスキーなのかもしれません。

ました。

玄関を入ると、一斉にワンちゃんが尾っぽを振り振り、鳴き声

と売場の奥から犬の大きな鳴き声が聞こえてきたので、店に尋

では、NHKで放映された「認知症対応型共同生活介護 にぎや

ねてみると 2 歳にもなってしまい売れ残っているとのこと。竹田

か大家族 グループホー

さん、犬の行く末が案じられて、引き取ったとのこと。シェーンと

ム さくら」は、ペットと

名付けられて、今では「さくら」でいちばんのやんちゃで甘えた

の共生をどのように実

さん。職員の誰彼となく、かまってもらおうと動き回っています。

現しているのでしょう。

「さくら」にいる犬たちは、竹田さんの愛犬ちょこちゃんを筆頭

竹田さんにペット可

に、認知症のごんのすけ、パグのやまとくん、ボストンテリアの

の施設になったいきさ

むーくんとさくらちゃん夫婦にその子のもみじちゃん、入居してい

つ をお 聞きしました。

るお母さんから離れないけんたくん… などなど、10匹がロビー

すると、当初から意 図

や事務室で自由気ままに過ごしています。

的にペット可をもくろん

ここにいると、コロナ禍にある介護施設だとは思えない平和
なのどかさ、いつもの

日常

があります。しかし、職員のみ

なさんの気遣いは、並大抵ではありません。入居者の方にコロ
ナを感染させてはならないという揺るぎない決意とその緊張感を
無邪気な犬たちが解きほぐしているようです。
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わんにゃお
信託
Ⓡ

Wan Nyao Trust

「わんにゃお信託 Ⓡ」
は、
大切なペットと終生ともに暮らしたいと願う
シニア世代のために創りました。
飼い主のあなたに もしも！ のことが起こった時、
あなたの遺志を受け継ぎ、
ペットの終生飼育を実現します。

『介護は人なり』を標榜する

認知症対応型共同生活介護 にぎやか大家族
グループホーム さくら
〒630-0137

奈良県生駒市西白庭台２丁目１-１

TEL.0743-72-0550 FAX.0743-72-0552
HP:http://xn-u8jf0gre477ukhd96w.com/

竹田さんが飼っていた

入居定員人数：１８人

片時も入居者のお母さん
から離れないけんたくん

Ⓡ
５種類の
﹁わんにゃお信託 ﹂
で︑

Nyao!

DATA

くの偶然から。５年前、

ペットの終生飼育を
実現します︒

ペットライフネットの

だわけではなく、まった

新入りのシェーンちゃん

もしもの時、
ペットを託せる人がいない方のために…

❶ わんにゃお定期

すでにペットの終生飼養費用を用意している方に
最適です。

❷ わんにゃお遺言

病気入院や高齢者施設への入居などで、
ペットのお世話ができなくなることが
はっきりした方にお勧めしています。

❸ わんにゃお信託

終生飼養費用を自分名義の定期預金で
管理するのが苦手な方には、
信託会社にまかせる信託契約をお勧めします。

月額基本利用料金：１４２，
１６０円

自分にもしものことがあった場合
ペットの世話を頼める人がいない
ペットの生涯飼育費用を把握している
YES

PLNのエンジェルノートで計算する

もしもの時、
ペットを託せる人がいる方のために…

❺ わんにゃお民事信託

もしもの時、ペットの世話を頼める方がいる場合に
適した方法です。

NO

YES

PLNの終生飼育契約に賛同できる
NO

YES

遺言書を書いている、あるいは書くつもりである

❹ わんにゃお積立

ペットを飼いはじめたばかりで、
ペットの生涯飼育費用をこれから貯めていこうと
考えている方にお勧めします。

NO

NO

YES

ペットの生涯飼育費用を用意している
NO

YES
（1）
わんにゃお定期

ペットのために定期的に
預金ができる

（2）
わんにゃお遺言

YES

（3）
わんにゃお信託

（4）
わんにゃお積立

NO
他の方法を
お考えください
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Q

ペットの終活・私の終活 相談室

Q& A
Q

Q
もしものことを考えたら、
愛猫のために、
いくらくらいおカネを
遺しておいたらいいの？

A

間に猫ちゃんにかかるお金を計算してみましょ
う。猫ちゃんの平均寿命を１６歳として、いま

の年齢を差し引いた残り年数、これに年間費用をかけ
ると、ある程度の概算費用はわかります。

▼

次に、「相続税」とは誰にでもかかるのでしょうか。
「相続税」は誰にでもかかるのではなく､故人の遺産の
価格が基礎控除を超える場合のみです。
基礎控除は「３０００万円＋６００万円×法定相続人の数」

はじめに押さえておきたいのは、相続人に

です。

なる人の順番です。
妻や夫などの配偶者は常に相続人になります。

それ以外は優先順位があり、まずは子（もし子が先
子がいなければ親。親がすでに亡くなっていればご

んの１年間にかかる費用は、約１６万円（アニコム損害

兄弟（もしご兄弟が先に亡くなっていたら甥姪）という

保険株式会社「ペットにかける年間支出調査 2019」

順番になります。

万円＝２００万円となるので、差額の２００万円に相続税
がかかります。
この２００万円に法定相続人の法定相続分に応じた割
合に相続税の税率をかけます。

ご質問者の状況は、配偶者がいて、お子様はいらっ

16万円×6年＝96万円。だいたい１００万円遺してあげれ

しゃらない。またご両親はすでに亡くなっていて、母親

ば大丈夫かなというところですね。

の違うご兄弟がいらっしゃる。

犬さんの場合は、同じ調査で年間３０万円とあります

この 場 合、ご 質 問 者 が お 亡くなりになると、その

から、猫ちゃんの倍くらいを想定していればよいかと思

相 続 人は配 偶 者と母 親 違 いのご兄 弟ということにな

います。

ります。

妻の法定相続割合は５０％なので２００万円×５０％＝
100万円、こちらにかかる税率は１０％なので相続税は
１０万円です。
子 供１人 の 法 定 相 続 割 合 は２５％なの で２００万円
×25％＝５０万円、こちらにかかる税率は１０％なので相
続税は５万円です。子供は２人いるので５万円×２人＝10

でも「うちの子は、平均じゃ足りないわ。もっと今ま

ちなみに相続人であるご兄弟には遺留分という権利

で通りにしてあげたいの！」という方は、「うちの子」に

はありません。遺留分とは簡単にいうと、一定の財産

合わせてちゃんと計算してあげてください。PLNが作成

を確保する権利のことです。遺留分がないということは、

している「ペットを愛する方のためのエンディングノート

遺言などで指定した内容に異議を唱えることができない

〜 ペットの終活×人の終活」を使うと簡単に概算がわ

と言い換えることもできます。何かご心配のことがある

かります。このノートには猫ちゃんの好みや好きなフー

ようでしたら専門家にご相談の上、遺言書の作成をお

ドの銘柄などいろいろ書けますので、
おすすめです。
（ご

勧めします。

たとえば故人の遺産が５０００万円､妻と子供２人が法
定相続人の場合、基礎控除の金額は３０００万円＋600
万円×３人＝４８００万円です。この場合５０００万円−4800

に亡くなっていたら孫）が相続人に。

といっても、大体のところを知りたいですよね。猫ちゃ

より）、猫ちゃんを今１０歳とするとのこり６年なので、

「遺贈」は遺言によって財産を譲ることで非
常に贈与に似ていますが「贈与税」はかから

ず、代わりに「相続税」がかかります。

▼

A

まず、「遺贈」とは何でしょう。

A

母親違いで疎遠にしている
兄弟がいる。
私の遺産は、この兄弟にも
わたることになるの？

▼
猫ちゃんはいま何歳でしょう？ まず、１年

ペットの世話をしてくれることを
条件に５００万円を
遺贈しようと思っていますが、
税金ってかなりかかりますか？

万円になります。
このケースの場合、これらを合算した２０万円が相続
税の合計額となります。
次に、この相続税を各自の相続分（受贈分）に従っ
て割り振ります。
ご質問のように５００万円を遺贈するなら、相続税は
20万円×５００万円／５０００万円＝２万円になります。

参考までに、ペットライフネットの場合、お預かりする

ただし､５００万円を遺贈される人が親子や配偶者以

ことになったペットの余命年月 × 飼主さんが計算した
1年間にかける飼育費用を、生涯飼育費用として預けて

外の場合には相続税が２割増しになります。

司法書士 木村 貴裕 さん

いただいています）わからないときは、お気軽にPLN

つまり２万円×１.２＝２万４千円となります。

（きむら・たかひろ）大阪生まれの司法書士。谷
﨑・木村合同事務所、所長。大阪司法書士会 登記
委員会・オンライン申請推進対策特別委員会所
属。後継者の軍師®1級認定コンサルタント。全国
手話検定3級（現在、手話によるコミュニケーショ
ン力向上に励む）

にご相談ください！

公認会計士 梨岡 英理子 さん

このように誰が 相続するのかで相続税の金額も変
わってくるので注意が必要です。

税理士 芦澤 千夏子 さん

（なしおか・えりこ）公認会計士・税理士。
日本公認
会計士協会近畿会CSR専門委員長。株式会社環
境管理会計研究所、代表。環境からCSR情報開示
や会計に携わり、エコロジカルにエコロジー（環
境にやさしく経済的な）活動を支援する。一級愛
玩動物飼養管理士

飼い主さまが入院などでペットのお世話ができ
なくなくなった時の緊急飼育支援事業です。
伴侶動物として愛しまれたペットは、慣れ親しん
だおウチでお世話されることがいちばんの幸せで
す。
しかも、飼い主さまが急にお世話できないとい
う事態は、敏感なペットにとって想像もつかないほ
どの異常事態で、極度のストレス状態に陥ってしま
います。
ペットライフネット飼育サポートシステムは、多
数の有償ボランティアのお力添えで、
こうしたペッ
トをホテルやシェルターではなく、今までと変わら
ない環境で受入れ、飼い主さまが無事に戻ってこ
られるまでお世話します。

大切なペットを︑
ホテルではなく

飼育サポートシステム

ホームスティ感覚で
お世話します︒

ペットライフネットの

（あしざわ・ちかこ）
「 ペット税理士」
と名乗る税理
士。70代の両親が先代犬の死後、年齢を理由に
犬を飼うのをあきらめる姿に愕然。歳を取っても
ペットが飼える世の中にしたいとペットの未来を
含めた終活などの生前相続対策をメインに活
動。税理士歴26年。東京都在住。家族は夫と両親
とジャックラッセルテリア。

■ペットライフネット飼育サポートシステムのメニュー
名称

①ペットシッティング
（1回60分）

内容
・散歩、
レジャー・ペットサロン
・動物病院の送迎
・給餌、
トイレ清掃

種別
小・中型犬

￥3,000〜 ／1回

大型犬

￥3,500〜 ／1回

猫
（2匹まで）

￥3,000〜 ／1回

小・中型犬

②宿泊サポート

（1泊2日〜10泊11日）

・検査入院や旅行など、
飼い主さまの
不在期間の預かり

大型犬
猫
（2匹まで）

③長期サポート

（11泊〜3カ月以内）

④老犬・老猫の
ディケアサポート

・入院など、
飼い主さまが
長期不在の場合のあずかり
・ケア・ファミリーの家で
伴侶動物としての世話を受ける
・老犬、
老猫の介護助成
・朝預かり、
夜お届けする
ディケアサービス
・ペットの健康状態に応じた
サポートを行う

サポート料金（税抜）

￥4,000〜 ／日帰り
￥7,000〜 ／1泊2日
￥4,500〜 ／日帰り
￥8,000〜 ／1泊2日
￥4,000〜 ／日帰り
￥7,000〜 ／1泊2日

小・中型犬

￥60,000〜 ／1ヶ月

大型犬

￥70,000〜 ／1ヶ月

猫
（2匹以上、
要相談）

￥60,000〜 ／1ヶ月

老犬

￥7,000〜 ／1日

老猫

￥4,000〜 ／1日

■上記サポート料金以外に実費が必要となります。
［犬］
…フード料金、
医療費、
トリミング料金、
ペットシーツ、
交通費 他 ［猫］
…フード料金、
医療費、
交通費 他

※飼育サポートシステムの利用にあたっては、ペットライフネットとサポート条件について契約を交わしていただきます。
※サポート人員は、有償ボランティアおよびペット介護専門スタッフなど、ペットの健康状態に応じて人選します。料金は、サ
ポートする方により異なりますのでご了承ください。
（料金は2019年4月時点です）

W a n ! N yao! P ress

＿

＿

ちょっとい い か も
トピックス

手 づくりの
おしゃ れ グッズ も
揃っています 。

我が家のわんにゃお

繁殖犬だったふくちゃん、
いまではすっかり
素敵なレディになりました！

犬猫グッズと暮らしにまつわる
小さなお店［ t e t e ］

大阪市／谷口公代さん ＆ ふくちゃん
服 飾 雑 貨で女 性 実 業 家として成 功した谷口公 代さん、
リタイア後は囲碁に打ち込む苦学生への奨学支援、保護犬・
保護猫をレスキューする愛護団体への寄附など、社会貢献
に打ち込んでおられます。公益財団法人大阪コミュニティ財
団でも谷口さんが初めて「動物基金」を設立されました。
そんな谷口さんですから、昼間は会合やイベントなどで忙
しくされています。しかし、あわただしい一日が終わり、ひ

赤く、震えている子がいるという情報が入りました。

とりで夜の更けるのを迎えると、なんとも言えない空虚感に

お見合いをすると、谷口さんの顔をみて、シッポを振っ

襲われ、いたたまれなくなる…。そんなとき、ふと思い出す

て寄ってくる。まるで「飼って！」と言っているようで、いた

のが、5年前に13歳で亡くなったサンタのこと。人にあまり

いけで放っておけない。そこでトライアルに入りました。

なじまないマイペースなチワワだったけれど、そばにいてく

一緒にくらしだすと、トイレや風呂場まで、行くところ行く

れる、その気配だけで気持ちが安らいだ、そのありがたみ

ところついて回り、片時も離れません。散歩に連れ出すと、

が懐かしく、やっぱり犬を飼いたいと痛切に思われました。

固まってしまって動けない。自動車が 来ると怖くて縮みあ

かといって、動物愛護に関心が深い谷口さんですから安
易にペットショップで犬を買うという気にはなれません。自

がってしまう。社会慣れしていないのは驚くばかり。また、
おしっこを部屋中のあちらこちらにして回り、カーペットを

麦わら帽子¥2,915

当店は、オリジナルのニット帽・おもちゃ・
セーター等のペットグッズと、手ぬぐい・ポス
トカード・ポーチ等の私たちのためのグッズ
を販売しているネットショップです。
店名のteteは、漢字で『手手』と書きます。
犬と人、猫と人、犬と猫、人と人…それぞれ

分の年齢から終生飼養を考えると、5〜6歳で飼いやすい

汚してしまう。谷口さんも、疲れてしまい、飼う自信が揺ら

が優しくつながりながら手と手を取り合い暮

小型犬なら、もう一度、飼えるのではないかとチャンスをう

ぎました。

らしていきたいという想いを込めました。

かがっておられました。そこへ、ブリーダーから救出された

しかし、犬にとっても初めての経験で戸惑っているはずと

繁殖犬のマルチーズで6歳、口輪をされていて口の周りが

思い直し、新しい生活に乗り出す決意を固められました。
そして、犬にも私にも

幸福

が来ることを願って

ふく

と名付けられました。以来、趣味の囲碁サロンにも、美容
室にも、連れてきてもよいと言ってくれたところへは、ふくちゃ

こんなのあったらいいな、というものを少し
ずつ形にしています。
商品の作り手は高齢の方、これから高齢に
なる方等にもお願いし、年齢を重ねても楽しく
物作りができる場になればと願っています。

んと一緒にでかけられています。ただ、最初の頃はふくちゃ
んをみて、誰も「可愛い」といってくれない。これが悔しくて、
涙焼けした目元や赤く焼けた口元の手入れを毎日欠かさず

▶

にしていると、だんだん目がまあるく輝くようになってきまし
た。今では散歩中に知らない方から「かわいいね」と声を
かけられるようになっています。苦手だった散歩も今では

約1年前、
レスキューされた
ばかりの頃の
ふくちゃん

大好きな日課になってきました。おしっこもシーツの上です
るようになり、失敗は1割ほど。谷口さんがふくちゃんと出会っ
て9か月、お互いの信頼関係が確実に育っています。将来

ミニポーチ¥990

は、一緒にピアノを弾けるようになりたいとのこと。お利巧

----------------------------------

なふくちゃんのことですから、そんなに遠いことではないと
お見受けしました。

ねこのおもちゃ¥1,375

■お問合せは
株式会社ネルデザイン
https://www.tete-kurashi.com/

発刊 のごあいさつ
みなさまもご存知の通り、新型コロナウィルスの感染拡大による影響
は私たちの生活の隅々までおよび、
「 密閉・密集・密接」の3密を避けるよ
うに呼びかけられました。
ペットライフネットにおきましても、2月22日開催予定だった「あなたの
ペットを守るための 法律と方法 」、3月22日のアニマルハーモニー大阪
（大阪府動物愛護管理センター）での「犬と猫といっしょ！！２０２０家族の
防災」、そして3月29日の「インターナショナルな視点から、
日本の保護犬・
猫活動を見直し、 明日 への活力を取り戻そう！」の3つのイベントを断
念せざるをえない状況になりました。
しかも、秋から冬にかけて感染第二波に備え、感染予防を生活習慣に
する
「新しい生活様式」が提唱され、みなさまと直接顔を合わせてのコ
ミュニケーションをとることは極めて難しくなってきました。
このままでは
みなさまと築き上げてきた親近感や信頼感が損なわれてしまうのではな
いかと危惧しています。
そこで、ペットライフネットの近況とその活動をお知らせするツールと
して、
「わんにゃお通信」
を発刊することにいたしました。夏・秋・新春の年
3回の発刊を目指しています。今回の創刊号へのご感想、
ご意見をぜひ
お聞かせください。
また、投稿もお願いします。
これを機に、ペットライフネットをより身近に感じとっていただけること
を願ってやみません。
引き続き、ペットライフネットへの
ご支援・ご協力を切にお願い申しあげます。
NPO法人ペットライフネット
代表理事 吉本 由美子

ペットと暮らすシニア世代を支援するネットワーク組織
特定非営利活動法人ペットライフネットは、みなさまのご賛同とご支援で活動しています。
■わんにゃお会員：ペットライフネットのさまざまな活動に賛同し、積極的に参加してくださる方
会費：年会費15,000円(一括払い)

会員募集中

■賛助会員：ペットライフネットの事業に共感し、会費で応援してくださる方
会費：1口3,000円
［ご寄附・会費の振込先］◎銀行：ゆうちょ銀行 ◎名称：特定非営利活動法人ペットライフネット
◎店名：四〇八（ヨンゼロハチ）◎店番：４０８ ◎種目：普通預金 ◎口座番号：５８３０４５４

NPO法人

ペットライフネット

〒550-0012 大阪市西区立売堀1-9-37 ニューライフ本町1階
営業時間 ▶ 10：00〜17：00
Tel：06-6541-5733 Fax：06-6541-5722 Mobile：080-3821-6427
e-mail:wanyao@petlifenet.org http://petlifenet.org/

NPO法人ペットライフネットは、公益財団法人大阪コミュニティ財団「谷口公代動物基金」から助成を受けています。

