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ご寄付のお願い
殺処分ゼロを目指し、全国に動物保護施設を作ろう！
日本動物保護センターは、日本国内における動物保護及び盲導犬に関する情報提
供等の事業を行い、社会における動物保護や盲導犬への理解と普及に寄与するこ
とを目的とする全国動物愛護団体です。当法人の活動は当法人会員の皆さまから

◎情報満載！今月のもくじ◎

の賛助会費、そして一般の個人や法人の皆さまからの貴重なご寄付で成り立って

書籍のお知らせ

1

おります。皆さまからのご寄付をお願い申し上げます。

寄付のお願い
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振込先

ジャパンネット銀行

普通預金

ビジネス営業部支店（店番：

）

動物保護関連情報
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一般社団法人日本動物保護センター

入力の際は シャ）ニホンドウブツホゴセンター

でお願いします。

コラム

4

いぬの母子手帳のご案内
盲導犬候補犬を家庭で育てる「パピーウォーカー」のために作った『いぬの母子手帳』ですが、パ
ピーウォーカーに限らず、ご自分のかわいい愛犬の母子手帳としてもご利用可能です。
体重やごはんの記録、ハプニングやエピソードなどをまとめ、フリースペースにはその月齢での写
真を貼れるようにしました。最後まで完成させると、思い出アルバムにもなります。
A4サイズ 全50ページ 興味のある方はホームページから購入できます！
価格 600円（税込・送料込）
https://www.j-animal.com/shop/
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★動物保護関連情報★

＊内容に関しては、問合せ先に直接問合せをお願いします

日本人監督の保護犬映画

NYでフォアグラ販売を禁止

アカデミー賞公認配給会社ショート・インターナショナ
ルから、全米・全欧・インドに配給され大好評を博した
短編映画『ボクがにんげんだったとき』という保護犬を
ヒーローにした原作の同名劇場用長編映画を製作するに
あたり、プラットフォーム CAMPFIREにて、11月12日より
クラウドファンディングを開始した。前回の短編映画
は、収益金のすべてを各地の保護犬・ペット団体に寄付
された。
（１１月１２日 AKTピクチャーズ LLC ）

ニューヨーク市議会はフォアグラの販売を
2022年から禁止した。違反した場合には罰金2
千ドル（約22万円）となるニューヨーク・タ
イムズ紙の報道によれば、この決定は過食に
よるガチョウと鴨の肝臓から用意されるフォ
アグラに限られる。肝臓を肥大させるため、
鳥たちには管を通じて強制的に餌が与えられ
ており、動物保護者らはこうした行為は残酷
なものと強調し長年ニューヨークでの珍味の
販売禁止を求めており、そのための集会や示
威行動を行ってきた。カリフォルニア州では
2012年からフォアグラの販売が禁止されてい
る。
（11月1日 Sputnik 日本 ）

図書館を山火事から救ったヤギ
米カリフォルニア州で、今年も山火事が猛威を振
るっている。しかしロナルド・レーガン記念図書
館 は、お な かを 空 か せ た 500頭 の ヤ ギ の 群 れ に
よって難を逃れた。ロサンゼルス近郊にあるロナ
ルド・レーガン記念図書館は5月、山火事予防策
としてヤギを雇った。施設の周りに生えている燃
えやすい雑草を除去してもらうためだ。ヤギが雑
草を食べたことで防火帯が作られた。これにより
火の回りが遅くなり、消防隊員が対応できる時間
が増えたという。カリフォルニア州では最近、山
火事「イージー・ファイア」が発生。州の広い範
囲で住民が非難を余儀なくされたほか、停電の原
因にもなった。フィンセント・ファン・ゴート、
セリーナ・ゴートメス、ゴーツァルトといった名
前のヤギが同図書館で働いた。彼らのおかげで、
大統領専用機やベルリンの壁の一部といった貴重
な展示品が焼失を免れた。図書館で働いたヤギた
ちは、地元企業から派遣され、13エーカー（約5
万2600平方メートル）にわたって草を食べた。カ
リフォルニアでは今後も山火事が増え続けるとみ
られており、需要に応えるにはヤギの群れを2倍
にする必要があると話した。
（11月1日 BBC NEWS JAPAN）

レゴで作った補助輪
前脚２本を失った犬のために少年が作った補助輪
が注目を集めている。なんとメインの部分がプラ
スチック製の組み立てブロック玩具「レゴ」でで
きているのだ。米ニュースサイトＧＮＮによる
と、この犬は生後６週間の時、ジョージア州の動
物病院の前に捨てられているところを保護された
「グレイシー」という名の雌犬。発見された時、
前脚に２カ所の化膿した傷があり、ウジがビッシ
リとたかっていたという。結果的に手術で前脚２
本を切断し、何とか命は取り留めた。１年間のリ
ハビリの後、グレイシーは同州アトランタ近郊ケ
ネソーで動物保護団体「モストリー・マッツ・ア
ニマル・レスキュー」を運営しているトルコ人家
族に引き取られた。グレイシーは自力で動ける
が、胸や首が地面にこすれて不便そう。そこで犬
用の補助輪を作ったのが、同団体でボランティア
をしているディラン君（12）という少年だ。助輪
のボディーの部分をレゴで作り、それにさまざま
な材料を加え、車輪を取り付けたのだ。まだ完全
に大人になっていないグレイシーはこれからも成
長する。レゴを使う利点は、体の成長に合わせて
ボディーの部分にレゴを追加すれば、いつもジャ
ストサイズの補助輪になるということ。グレイ
シーの成長を記録したフェイスブックのサイト
「アメージンググレイシー」には、この補助輪を
着けてうれしそうに
駆け回るグレイシー
の動画や写真が掲載
されている。
（11月2日
Yahooニュース）

ロシア、イルカ監獄解放
2019年11月10日、ロシア極東の海に作られたいけすに大
量のシャチとシロイルカが閉じ込められていた通称
「イルカ監獄」問題で、ロシア政府は残されていたす
べての動物を解放したと発表した。今回解放された
シャチとシロイルカが国際的な注目を集めたのは、
2018年末から2019年初頭にかけて。きっかけはドローン
で空撮された施設の様子が報じられたことだった。6月
時点で47頭がすでに解放されていたため、今回の措置
によって4カ月半にわたる97頭すべてのシャチとシロイ
ルカの解放が終了した。動物保護団体は解放場所が
「理想的でない」とする声明を発表、その海域に北朝
鮮の狩猟船がいることを指摘している。
（１１月１１日 Yahooニュース）

ビールで保護犬PR
ノースダコタ州ファーゴにある非営利動物救済団体『4
Luv of Dog Rescue』で、ボランティア活動をして4年目
になるジェラード・ライアンさんは、『Northern Plains
Label』というラベル印刷会社で日々の仕事に携わって
いた時、ふとある考えが頭をよぎった。ライアンさん
の会社では、地元にあるファーゴ醸造会社のラベルを
ビール缶に印刷している。醸造会社が自社のロゴを貼
る代わりに、飼い主を求めている保護犬のラベルを
貼ってくれれば、より多くの犬に里親が見つかるので
はないかと。結果、ファーゴ醸造会社は二つ返事でそ
の案に賛成。4
Luv of Dog
Rescueと提携
し、6匹の犬の
里親探しに協
力する計画を
現実にした。
今回、里親募集のターゲットになったのは、施設の中
でも特に社交的とはいえない性格のため、他の犬たち
と共存することが困難で、スタッフらは他の動物を
飼っていない引き取り先を探さなければならない。し
かし、そうした条件がより一層犬たちに新たな飼い主
が見つかることを困難にしているという状況なのだと
いう。こうして誕生したのが、里親募集中の6匹の犬の
写真が印刷されたビール缶である。キュートな犬のラ
ベル缶のビールが棚に並んでいると、犬好きの消費者
なら思わず手に取ってしまうだろう。ビール会社の販
売戦略のように思えるかもしれないが、これはれっき
とした犬の保護活動支援である。同会社は、このキャ
ンペーンのために特別に40ケース生産し、そのうちの
25ケースは11月4日の特別展示イベントで販売されたそ
うだ。残った缶は地元のバイヤーが購入する予定に
なっているという。さらにそれらの収益の一部は4 Luv
of Dog Rescueに寄付されるということだ。
（１１月１１日 exciteニュース）
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殺処分豚の血が川を染める
アフリカ豚コレラ（ASF）が流行している韓
国で、殺処分された豚から出た血が北朝鮮と
の軍事境界線近くを流れる臨津江に流出し、
川の水が赤く染まった。ASFは人間には害が
ないが、豚やイノシシの間での感染力が非常
に強い。豚の場合はほぼ全ての症例が致命的
で、解毒剤やワクチンも存在しない。北朝鮮
との軍事境界線近くに位置する処分場には、
殺処分された約4万7000頭の豚が積み重ねら
れていたが、先週の豪雨によってこの処分場
から豚の血が流出し。韓国の環境省は、川に
流れ出た血は吸引ポンプなどの装置を使用し
て「適切に処理」されており、周辺地域の蛇
口から出る水道水に影響を及ぼすことはない
と発表した。
（１１月１３日AFP通信）

台風１５号でサル檻崩壊
９月の台風１５号の影響で、富津市豊岡にある高宕山
自然動物園のサル用の柵が倒壊し、飼育していたニホ
ンザル約１００匹が
約２カ月間にわた
り、放し飼いの状態
になっていることが
７日、園を管理する
市への取材で分かっ
た。けが人は確認さ
れていないが、出入りが容易なことから外来種・アカ
ゲザルとの交雑が懸念され、予断を許さない状況と
なっている。柵の倒壊を受け県が動物愛護法に基づき
立ち入り調査し、補修するよう指導したが、市による
と、台風１５号で多くの住宅が被害を受けた本県では
建設業者が足りず、具体的な復旧見通しは立っていな
いという。一方、高宕山や園の周辺ではニホンザルと
アカゲザルとの交雑が進んでおり、柵の倒壊で交雑の
懸念が強まることに。市はニホンザルの保護のため、
２０１６年度に園のサルをＤＮＡ鑑定し、アカゲザル
との交雑個体を外来生物法に基づいて殺処分した経緯
がある。市商工観光課は「今は繁殖期。交配の危険は
あるものの防ぐ手だてはない」と頭を悩ませている。
（１１月８日 千葉日報）

沖縄南城市、譲渡施設整備
県動物愛護管理センター（南城市）は2022年度ま
でに、収容した迷い犬や保護猫の殺処分ゼロを目
指し、新たな飼い主への譲渡を促進するため、隣
接する旧県衛生環境研究所ハブ研究室跡地に譲
渡拠点を整備する。愛護管理センターは現在も収
容した犬や猫を一般に譲渡しているが、収容する
スペースが限られていた。宮平誠人副所長は「健
康状態が良く、攻撃性がない譲渡適性がある犬で
も、一定期間が過ぎると処分せざるを得ない。譲渡
の拠点を新設すれば、より長期の収容ができる」と
説明した。仮供用している譲渡拠点の犬や猫は感
染症ワクチンを接種し、トイレトレーニングなどのし
つけもした上で、ボランティアを通じて譲渡会などで
一般県民に渡っている。愛護管理センターの犬殺
処分数は2011年度は2029匹、殺処分率は72・2％
だったが、17年度には153匹、15・2％まで改善して
いる。収容数自体の減少と新たな飼い主への譲渡
の増加が主な要因。猫は11年度に収容数が3818
匹 で、殺処分 率96・6％だ った。17年度 は収容 数
1254匹に減少したが、殺処分率は84・2％と依然高
い水準にある。県はセンターの殺処分を「ゼロ」に
することを目指し、将来的には「廃止」することを掲
げている 。
（１１月１０日 琉球新報）

少年の絵に予約殺到

米空港が豚を採用？

マレーシア最後、サイの死

ロシアに住むパーベル・アブラーモフくんは動物と絵
を描くことが大好きな９歳の男の子。彼はニジニ・ノ
ヴゴロド州のアルザマスという小さな都市にある唯一
の動物保護シェルターでボランティアをしています。
このシェルターで最年少のボランティアスタッフであ
るパーベルくんの仕事は特別なものです。彼は絵の才
能を生かしてペットの絵を有料で描いています。ただ
し彼が受け取るのはお金ではありません。パーベルく
んは保護動物たちのフードや生活用品を寄付してもら
うことと引き換えに絵を描いているのです。パーベル
くんの描く絵は素晴らしく、決して子供のお遊びレベ
ルではありません。その類まれな才能を生かして、動
物たちを助けようとする彼の活動は次第に広く知られ
るようになります。現在ではロシア中からパーベルく
んのところに「我が家のペットの絵を描いてほしい」
という依頼が寄せられるのだそうです。
（１１月１４日 BIGLOBEニュース ）

空港利用客はリルーと遊んだり、なでたり、食べ物
をあげることもできる。また、リルーは「お手」など、
いくつかの芸もできる。リルーはいつも機嫌がよく、
嬉しいときの犬
のようにしっぽ
を大きく振って
いる。リルーは
決められた時
間まで働くと、
帰宅する。普通
のアパートで飼い主と一緒にリルーは暮らしてい
る。世界中で動物によるセラピーの人気が高まっ
ており、アニマルセラピーという特別な用語まで登
場するようになった。患者の治療に動物を使った最
初の試みは18世紀に行われていたという記述が
残っている。アニマルセラピーは現在、脳性まひ、
自閉症、ダウン症、てんかん、神経症、様々なレベ
ルの認知症を克服するために処方されている。ま
た、けが、脳卒中、その他のストレス障害からの回
復にもアニマルセラピーが必要とされている。通
常、アニマルセラピーとして犬や猫が人間と一緒に
活動するように訓練している。最近ではセラピー牛
まで登場している。（１１月１３日 Sputnik 日本 ）

マレーシアのスマトラサイが絶滅した。この国の
最後の1頭だったイマン（メス）が11月23日にが
んで死亡したと、マレーシア当局が発表した。 ス
マトラサイは現在およそ80頭まで減っており、す
べてインドネシアに生息している。専門家によれ
ば、スマトラサイの存続にとって最大の脅威と
なっているのは孤立だという。スマトラサイのメス
は、長い間交配しないと生殖器官に嚢腫や筋腫
ができることがあるためだ。残り80頭のスマトラ
サイを救うことにひたすら集中し続けなければな
りません。徹底した保護活動と飼育下での繁殖
を組み合わせ、現地の人々とも協力して、サイは
自分たちの生物学的遺産だという誇りを呼び起
こすのです」と担当者は語る。
（１１月２５日 Yahooニュース）

スマホカメラのPRに保護犬
Huawei（ファーウェイ）が新商品のリリース
に当たり、各国で実施したユニークな施策を
ご紹介。同社の新商品であるHuawei P20 Pro
で注目されているのが、カメラ機能。そこ
で、同社はメキシコやペルー、コロンビア、
チリなど各国のシェルターを訪れ、Huawei
P20 Proで保護犬を撮影することに。さら
に、撮影した写真を自社のFacebookページや
愛犬家のインフルエンサーたちのプロフィー
ルに掲載しました。結果的に、facebookペー
ジやインスタグラムのインプレッションは
450万以上、インタラクションは35万以上を
達成。カメラの性能をアピールするととも
に、被写体となった保護犬たちの里親探しに
も貢献できたというわけです。テクノロジー
の力で社会問題を解決へ導けることを示すこ
とができた画期的な施策でした。
（１１月２１日 AdGang ）

病気の老犬がパーフェクト
アメリカ・ペンシルベニ
ア州にある動物保護シェ
ルターのFacebookに投稿さ
れた写真が多くの人たち
を感動させています。
ウェイン・マルさんは新
しい家族を迎えようと思
い、『ペンシルベニア・SPCA・ダンヴィルセンター』
を訪れました。そして彼はシェルターに着くと、すぐ
にスタッフにこう尋ねたのです。「家が必要な高齢の
犬はいますか？」それを聞いたスタッフは『ジャッ
ク』という１３歳の雑種のダックスフントをウェイン
さんに紹介することにします。ジャックは歯の病気と
心雑音、さらに老犬に見られるイボがあり、健康状態
は完璧とはいえない犬でした。ところがウェインさん
はジャックに会った瞬間、こういったのです。「彼は
パーフェクトだ。彼を連れて帰ります。どこかいい動
物病院を知っていますか？」ジャックは、書類の作成
など手続きが完了するのを待つ間、すでにウェインさ
んのヒザの上で昼寝をしていたそうです。まるで何年
も一緒に暮らしているようにリラックスしています。
シェルタースタッフのクリステンさんいわく、多くの
人は子犬や健康な若い犬を引き取りたいと思っている
といいます。そのため高齢で病気の犬はどうしても里
親が決まりにくいのです。そして定員が決まっている
シェルターの場合、悲しいことに殺処分の対象になっ
てしまうこともあるでしょう。前の飼い主を亡くした
ばかりのジャックはきっとさびしい思いをしていたは
ずです。
（１１月１３日 BIGLOBEニュース )

アンコールワット象乗り禁止
カンボジア有数の観光地、アンコール遺跡公園での
ゾウ乗り体験が来年初めまでに禁止されることが決
まった。公園関係者が15日に明らかにした。観光ア
トラクションとして人気があるゾウ乗りを虐待だと批
判してきた自然保護活動家らにとっては得難い勝利
となった。カンボジアの昨年の外国人観光客数は
600万人以上に上るが、外国人客の大半は北部シ
エムレアプ州のアンコール遺跡群に足を運び、多く
が古代遺跡の周りでゾウ乗り体験を選択する。これ
までに、同遺跡周辺で働かされていたゾウ14頭のう
ち5頭はすでに遺跡群から約40キロ離れた場所にあ
る里山に移されている。ゾウを所有していた事業者
が面倒を見るという。カンボジア各地で行われてい
るゾウ乗り体験は、以前から動物愛護団体の批判
の対象となってきた。同様の体験は近隣国のタイ、
ベトナム、ラオスなどでも行われている。2016年に
は、酷暑の中でアンコールワット遺跡の周りを観光
客を乗せて歩いた雌のゾウが路上で息絶える事例
があった。（11月16日 AFP BB NEWS）

パリ野生動物サーカスを禁止
フランスは欧州連合（EU）の複数の加盟国に続いて
サーカスでの野生動物の利用を禁止するべきかど
うかを検討しているが、それに先駆け、首都パリの
市議会は15日、サーカスでの動物利用を違法とす
る独自の条例案を承認した。フランスでは今週、
ショーに出演させられ何年も虐待されていたと思わ
れるクマが死んだことで議論が再燃していた。パリ
市内では、市議会で15日午後に承認された条例案
により、2020年以降、サーカスで外来種の動物の
利用が認められなくなる。サーカスの動物といえ
ば、最も多いのはライオンだが、他にトラやゾウ、カ
バ、ヒヒ、サル、ヘビ、オウム、ラクダ、クマ、ダチョ
ウ、シマウマなどがいる。ワンボイスのムリエル・ア
ル ナル代 表は AFPに対 し、「世 論の 圧力に より、
（サーカスなどにいる）動物の数は激減した」とする
一方、数百匹が今なお「非常に狭いおりに入れられ
てトラックに積まれ、ショーの本番か調教のために
外に出されるが、そうした調教も非常に暴力的だ。
動物たちが心穏やかに過ごせる状態はまったくな
い」と指摘した。
（１１月16日 AFP BB NEWS）
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避難所のペット受け入れに差
災害時に自治体が設置する避難所へのペット受
け入れについて、千葉市は9月の台風15号で1カ
所だった受け入れ可能避難所を10月の台風19
号では6カ所に増やした。一方、ケージやリード
がない場合は受け入れを断る自治体もある。市
によると、台風15号の際は1カ所だけで、市民か
ら「ペットと一緒に避難したい」という要望が多く
寄せられた。ケージやリードがない場合も想定し
保健所からケージを持ってくる用意もしていた。
同13日にかけて、82頭の犬猫を受け入れたとい
う。一方、千葉県館山市や市原市はリードや
ケージがない場合、避難所にペットを受け入れ
ない。担当者は「環境省のガイドラインでもケー
ジやリードで飼い主の管理下に置くことを求めて
いる。それができない場合は、知人に預けること
などを検討してもらえるよう伝えている」とする。
市原市では避難所内にスペースを確保できず、
市民に「屋外での受け入れになる」と説明した結
果、受け入れは2頭にとどまった。同市の担当者
は「避難者の数が膨大で、ペットの避難まで検討
することができなかった。今後の課題だ」としてい
る。
（11月16日 毎日新聞）

動物園にゾウやトラがいない
全国の公立動物園で、ゾウやトラなど人気動物が姿を
消しつつある。動物保護を目的とする条約の厳しい規
制や購入費の高騰により、高齢で死亡しても次の個体
を調達できないケースが多いからだ。専門家は「動物
園が“過渡期”にきている」と指摘する。経営主体の
ほとんどは自治体で、限られた予算やエリアの中、人
気動物に頼らない改革に迫られている。動物を連れて
くる場合、海外の動物園などと情報を共有し、繁殖計
画を立て、交渉するのが一般的だ。近年、より厳しく
求められているのが動物福祉や保全を目的とした飼育
環境の整備だ。希少種の保全と動物の福祉に対する意
識が高い“動物園先進国”の欧米に対し、「日本は
『遅れている』とみられがちだった」と話すのは岐阜
大応用生物科学部の楠田哲士准教授。こうした状況を
打破するため、日本の動物園では、飼育環境の改善を
図る取り組みが加速しつつあるという。実際、各動物
園ではさまざまな改革を進めている。「海外からの動
物を導入するなら『この施設で動物が幸せに暮らせる
か』ということが厳しく問われる。施設作りや餌のや
り方など工夫している」。こう話すのは札幌市円山動
物園の山本秀明飼育展示課長。同園ではテナガザルや
シンリンオオカミなど３５種の飼育を断念し、３頭い
るホッキョクグマの飼
育に重点を置く方針へ
転換した。
（１１月２２日
産経新聞）

SNSは動物を救うのか
～情報化社会の犠牲たち～
人気アイドルが、SNSにアップした海外旅行での一コマを見て、私はゾッとした。
その写真では、万遍の笑みで小さなトラの赤ちゃんに頬ずりをしている。「可愛すぎる～」という何気ない一言は、瞬
く間に世界中に拡散され、この観光地の強力な宣伝ツールとなっているが、レンズの奥に潜む、動物たちの悲惨な状況
を誰も知らないのだろうか。
近年、急激に加速した情報化社会中、「インスタ映え」という言葉が2017年の
流行語になってから、今ではSNSの情報が私たちの生活に密接に関わるように
なった。おいしいごはんを食べたいと思った時、グルメなインフルエンサーの投
稿をチェックするし、化粧品を買いたいと思った時は、かつての様に自分のメー
カーをごり押しするデパートのお姉さんに聞くのではなく、奇麗で自分が理想と
する人の情報で購入することが出来るようになった。このように、物の広告媒体
が、企業から個人のSNSに変化している中、思いがけず巻き込まれた動物たちが
いる。
海外旅行の動物アトラクション施設では、動物と写真を撮る為に、毎日長蛇の列がなされている。このような施設の
トラは、人間に危害を与えないように、無麻酔でかぎ爪を抜かれたり、おとなしくなるよう投薬されている。いつ訪れ
ても小トラと触れ合えるのは、出産後すぐに母子を引き離して母トラの発情を促す「スピード繁殖」を行っているから
だ。また、ゾウが人間を背中に乗せてもおとなしいのは、幼い頃から鉄の棒で叩かれ、野生の本能を破壊されている。
日本でも人気のコツメカワウソは、繁殖が非常に難しい。その為、闇業者から高額な金額が入る為、野生の個体を卑劣
な方法で密猟し、現地民の収入源にもなっている。ここ最近では、“なまけもの”にまで触れ合える施設があるようだ
が、アマゾンから密猟された多くが、飼育下の環境では数週間しか生きれえないそうだ。
このような状況を知っていても、「かわい～」という軽い言葉を投稿できるのだろうか。
そもそもなぜ、世界中の人が、こんなにもSNSに翻弄されているのか。これについては、また膨大な議論が必要にな
るが、最終的には、人間の承認欲求が根本的な理由だろうと私は思う。「すごいね」「うらやましい」そう思われたく
て、このような物珍しい動物との写真をアップしているのであれば、動物の犠牲を知っている人にとっては、逆に、好
感度をものすごく下げている投稿だということに、早く気が付いてほしい。自分が承認される方法は他にもたくさんあ
るはずだ。
このように、ＳＮＳは誰でも気軽に使えるツールである一方、その爆発的な拡散力によって、世界を良くも悪くもで
きる要注意ツールだということを、私たちはが重く認識する必要がある。特にインフルエンサーと言われる影響力を
持った方たちに、切に伝えたい。あなたの一言が、命をも担っているということを。
こうした一方、ＳＮＳによって救われている動物たちもいる。先日、知り合いの犬が迷子になった時、インスタグラ
ムの拡散のおかげで、一日で無事に帰ってきた。動物保護団体なども、ＳＮＳを活用し寄付金を集めたり、保護犬・保
護猫の新しい家族を探したりと、有効に活用し始めている。無料で世界中とつながれるツールだからこそ、使い道を有
益に考えることで、今まで救えなかった命を、私たちは守ることが出来るのだ。
情報が溢れた今、私たちはそれを厳選し、「良質な情報」をしっか
りと選び取らなければいけない。裏にお金が絡んでいる場合は、なん
のエビデンスもないことを、あの手この手を使い、信じ込ませようと
いう悪質な情報もたくさんある。その中から、何を信じるのかは、一
人一人の知識の深さに左右されてしまうのではないか。わからないこ
とが、なんでも簡単に検索できる時代だからこそ、自ら深く学ぶこと
なく、知ったような気になり、うわべだけの利益主義な情報に流され
てしまうのだ。SNS社会だからこそ、情報に流されることなく、学び
続けよう。愛する動物たちを守る為に。
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