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【愛犬問題】と【愛犬と登山】の画像掲示板 
 
 

勿論、了解いたします。  投稿者：栗原  投稿日：2008年 5月 5日(月)21時
58分23秒 

  日本の政治行政の問題については、私も貴方と全く同一の考え方を持っ
ています。戦後、米国によって民主主義とは何か？が日本人に教えら
れ、白洲次郎のような優秀な官僚（戦争賠償金を免除させた）がいた
り、自民党と社会党という二大政党が激しく政権を争っていたうちは良
かったのですが、自民党の一党独裁がはっきりしてくるにつれて民主主
義とは程遠いものになっていったようにも。少なくとも田中角栄以後は
金権政治、派閥政治、そして官僚政治や利権政治ですからネ。民主主義
は選挙さえすれば、民主主義なのだ！では低開発国や独裁国家となんら
変わりませんから困ったものです。何のための立法権であり行政権なの
か？とか、なぜ二院制になっているのか？とか、党議拘束で縛られた政
党政治が真の民主主義を反映するもの？？とかの基本部分が無視されて
しまいますからネ。 
話は変わり、貴方の写真はどれも動物愛護の温かさが溢れていて、その
感性にも感心いたします。 
特に今回送って頂いた写真！クリーム・ロングコートの犬が写っていま
すが、今度亡くしてしまったミニチュアダックスも同じ色と毛並みなの
で、これが丸でジョイで、貴方と会話しているような錯覚を覚えました
ヨ。今、ネット会話しているように…ネ！（生前のジョイの写真を添
付）。 
何時か貴方と直接会って、政治談義や動物愛護のこと、私は５８歳なの
でもう登山は無理なのですがハイキングを始めていますし、自然環境保
護にも興味があります。その他色々お話しできる機会でも持てれば楽し
いかなあー等と思っています。 

 

   (管理人) 栗原さん、こん○○は♪　（ o・_・o ） 
あなたの投稿のすぐ下に、ジョイさんの投稿があります。
本人は愛犬家のようなそぶりをしていますが、実は獣医で
した。本人はそのことを見抜かれているとは思ってなかっ
たようです。最初から見え見えですよ。 
私を誘い出そうと画策していました。お断りしました。 
 
　あなたは「シングルになろうとゴルフに熱中している
人」に私はゲートボールが好きなので、ゲートボールをし
ながら、政治談議をしましょうと誘うようなことをする人
ですね。 
 
　私は高山登山を愛犬と楽しんでいる登山愛好家です。 
「愛犬の登山技術」を入力してネットを検索してみてくだ
さい。トップに出ます。私が書いたものです。 
 
　高山登山の愛好家に、ハイキングをして遊びましょうと
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誘う人がいるとは思ってもいませんでした。唖然としてい
ます。あなたは社会良識がなさ過ぎますね。 
 
　埼玉県の獣医師会のメンバーとハイキングするほうがメ
リットがあるでしょう。狂犬病注射で死んだ愛犬の補償金
を出してくれるかも知れませんよ。 
わざわざ東京までハイキングしに来る必要もないでしょ
う。何のために東京まで来るのですか。私は埼玉県まで出
かけてハイキングするほど暇人ではないですよ。 

RE:ご回答に心から感謝！  投稿者： Panaowner  投稿日：2008年 5月 5
日(月)20時16分30秒 

　 　編集済 

  栗原さん、こん○○は♪　（ o・_・o ） 
 
　狂犬病予防法という時代遅れの御用済みの悪法さえ改廃できないほど
日本の政治行政は疲弊しています。狂犬病が根絶して半世紀以上にもな
るのです。 
 
　ガソリンの暫定税率も３４年も暫定のままです。わが国の政治行政は
既得権益団体を優遇する利権政治ですよ。ガソリン税を再値上げして利
益を上げて喜んでいる既得権益団体がいますね。国民の生活は無視され
ています。 
 
　自民党の長期政権は芯の腐ったリンゴですね。もう自民党とはおさら
ばです。 
 
　民主党に一度政権を取らしてみるのも良いのではと思っています。 
狂犬病予防法の改廃にも政治の目が向く機会が来るかも知れません。自
民党政治のままでは、そのような期待さえできませんからね。 
 
　厚生労働省の審議会もあってなきが如くです。小役人の言いなりに
なっています。 
大学の、特に獣医系大学の教授や名誉教授には日本獣医師会の詐欺商法
の片棒を担いで恥じな連中がが多いですね。その連中が幾度かブログ
「愛犬問題」にも投稿してきましたが、内容が貧弱なので、からかい半
分に対応してあります。いくつかの随想に詳述してあります。 
 
　反論ができないのか、最近は正面からは何も言ってきません。ゴキブ
リに変身して、身元がわからないようにして、嫌がらせの投稿をしてい
るかも知れませんね。情けない連中ですよ。ハイ。 
 
　なお、栗原さんのご投稿は貴重なので、ブログ「愛犬問題」の本文に
採用掲載しようと思っています。紙面の文字数の関係で、主要部分の引
用になります。引用文は原文のまま引用します。ご了解ください。 
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写真はクリックすると拡大します。 
 
東京都三鷹市にあるスーパーＪマート内 

ご回答に心から感謝！  投稿者：栗原  投稿日：2008年 5月 5日(月)15時30
分58秒 

  被害者の会がないのは残念ですネ。でも貴方のメールは非常に参考にな
りました。このようなＮＰＯ活動をずーと進めておられるのには、ただ
頭が下がる思いです。もう少し早く、ネット検索をして愛犬問題を読ん
でいれば、ジョイを死なせてしまうことも無かったか？と思い、悔やま
れてなりません。接種後１週間くらいしてジョイの明らかな変調に気付
き、もしかして…からのネット検索でしたからネ。何故安易に国の制度
に乗ってしまったのだろうか？やはり国で定めた法律義務ということも
ありましたし、過去４回の予防注射では異状がなかったのが大きな原因
で、油断といえば油断があったのかもしれません。今の世の中、国を信
用する方が馬鹿をみるような変な世の中ですからネ。国が国民の安心安
全や動物愛護、郷土や自然環境の保全等、国として当然果すべき役割を
してくれているはず…等と思うのは後で裏切られるだけのこと。個人個
人が、また飼い主が自己責任で自分と家族を守っていかなければならな
い時代なのだ！とはっきり自覚させられました。このような日本になっ
てしまったのは、明らかに官僚達の無能力無作為に起因しており、社会
責任を自覚させないようにしている官僚体質と中央官僚制度に問題が集
約されるのでしょう。全くモラルハザードを有していない獣医師会にも
大きな問題はありますが、社団法人でもあり資本主義社会に組み込まれ
ている限り共犯罪程度で、真犯人は国の行政管理を行う厚生労働省トッ
プ即ち事務次官が社会的なミッションを履行していないことだと思いま
す。狂犬病予防法という今は完全に時代遅れで無益有害な法律を廃止し
ていないことが問題ですネ。法律を廃止するには、担当の行政官一人で
は発議できず、それ相応の審議会を経ることなると思うのですが、この
審議会が時代遅れの魑魅魍魎の議論に入ってしまうことがよくありま
す。審議に集めらる人達の多くが老齢で、名誉看板だけの学者や大学教
授また獣医でしょうからどうしても20～30年前の保守的な結論に落ち着
いてしまいます。このプロセスに旧態然たるものがあり、現代のような
速い時の流れに追い付けていないようにも。でも、注射率がどんどん
減って今年は２５％程度との情報もあり、また川崎市のような事例も出
始めているので、審議会の判断によるまでもなく、明らかな民意により
来年には廃止になるかとも？いづれにしても今後は貴方のブログを正論
とし、次ぎに飼う犬は登録もしないし、まして狂犬病の予防接種は絶対
に受けません。犬の身になって動物愛護に勤めていきます。本当に色々
なご教授有難うございました。感謝申し上げます。 
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RE:狂犬病予防注射被害者の会はありますか？  投稿者： Panaowner 
 投稿日：2008年 5月 4日(日)10時24分22秒 

　 　編集済 

  栗原さん、こん○○は♪　（ o・_・o ） 
 
　先日も同様の内容の投稿がブログ「愛犬問題」のコメントに２回あり
ました。この掲示板への投稿で３回目の同一内容の投稿ですね。念のた
め、IPアドレスが同一かどうかを調べました。同一でした。 
 
　当方のレスにはご返信がないので、こちらも２回目のレスとほぼ同一
の返信をします。 
 
　実はこの掲示板にはブログ荒らしのゴキブリが嫌がらせの糞をするこ
とがあるのです。悪徳獣医がゴキブリに変身して、投稿してくるので
す。だまされないように心がけています。 
 
　さて、「狂犬病予防注射による被害者の会」のような会はないのでは
と思っています。 
 
　狂犬病注射に反対している愛犬家は多いのですが、このブログ「愛犬
問題」のように「狂犬病予防法は悪法だ」と長期に堂々と正論を述べて
いるブログは他には見当たらないのです。単発的な発言は多いですけど
ね。 
 
　愛犬の非業の死を悼み、飼い主としてその償いをしたいなら、ご自分
で「被害者の会」を立ち上げることをお勧めします。 
 
　ただし、大変な嫌がらせを受けますよ。日本の獣医界は振り込め詐欺
集団よりもタチが悪いですよ。小役人も抱きこんだ巨大組織ですから
ね。 
 
　私は一人で気楽に楽しみながら気長にこのブログ「愛犬問題」を続け
ています。強い信念と覚悟が必要ですよ。 
 
　「蟻の一穴」といいます。一匹のアリでも巨大なダムを壊すこともあ
るということです。気の遠くなるような話ですがね。 
 
　まず、ご自身が何ができるか、何をするかの問題でしょう。他人に頼
るのではなく、ご自分が「会」を作る心構えが必要でしょう。 
 
　私もお手伝いはします。ネットの調査などは引き受けますよ。 
 
写真はクリックすると拡大します。 
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狂犬病予防注射被害者の会はありますか？  投稿者：栗原  投稿日：
2008年 5月 4日(日)10時08分4秒 

  狂犬病予防注射をうけ、宝物のように可愛がっていた愛犬を亡くしまし
た。５歳になったばかりのミニチュアダックスの♂です。死因は薬物誘
発による劇症肝炎でした。とにかく予防注射後極端に元気がなくなり、
食べた物をもどすことも多くなりました。３週間後には立てなくなり、
慌てて獣医の所に行きましたが、有効な対処が出来ませんでした。多く
の動物愛護の人々と共に立ちあがり今の制度を変えていきたいと思って
います。そのためには同じような悲劇を背負った人々が、ｃ型肝炎ウイ
ルス同様に被害者の会を構成していくのが近道と思います。もし、現在
埼玉県にあれば教えて下さい。お願いいたします。 

 

了解です。  投稿者：ジョイ  投稿日：2008年 4月24日(木)20時01分29秒 

  こちらの情報を信用するしかないんでしょうが。 
もやもやを解消すべく、こちらの掲示板で解答を求めました。 
向こうの掲示板でということではありません。 
まあでも考えてみれば手間のかかる作業ですね。 

 

   (管理人) ジョイさん、こん○○は♪　（ o・_・o ） 
 
　世のなかで一番大切なことは他人の意見を聞くことでは
なく、ご自分の頭で考えることです。 
特に、ネットの世界は正しくない情報がさも正しいように
氾濫しています。 
物事を見抜く洞察力の涵養が大切ですね。 
 
　特に獣医の文章や発言にはダマシが多いので注意が必要
ですね。 

 

度々失礼します。  投稿者：ジョイ  投稿日：2008年 4月24日(木)16時03分
43秒 
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  議論になりませんでした。 
ネットの掲示板って怖いですね。初めて嫌な思いをしました。 
あのー私としてはこのサイトを参考にしてる身ではあるんですが、この
サイトを全否定する方とを比べて検証してみたいんです。 
http://www.chihuahuaforum.net/b-02/patio.cgi?mode=view&no=1294 
私が「ぽん」でお相手が「odeki」さんです。 
散々罵られてましたが掲示板が荒れてはまずいと言葉を飲み込みまし
た。 
付き合ってやってもらえませんか？ 
 
避妊手術に関するスレッドだったので、まずは避妊手術に焦点を当てて
語ってください。 
あー・・・とは言っても避妊手術の項目を見てくださいで終わりでしょ
うか？ 

 

   (管理人) ｼﾞｮｲさん、こん○○は♪　（ o・_・o ） 
 
　私は他の掲示板にまで行って議論するようなことはここ
２，３年していません。 
むなしくなるだけですからね。その意味がｼﾞｮｲさんもその
うちわかりますよ。 
 
 
　それに、私は暇人ではないのです。いろいろと遊びも
あって、忙しすぎるのです。 
 
　ﾌﾞﾛｸﾞ荒らしのｺﾞｷﾌﾞﾘのような知能の低い生き物を相手
にしている暇はないのです。 
 
　ご了解ください。 

 

RE:みんなに知ってもらえればと  投稿者：Panaowner  投稿日：2008
年 4月22日(火)22時10分15秒 

　 　編集済 
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  ジョイさん、こん○○は♪　（ o・_・o ） 
 
　私のブログやホームページは賛否両論の対象になっています。 
目からうろこと喜ぶ人もいれば、ほんとのことを知られては商売がしに
くくなると反感を持つ人も多いですよ。 
 
　特に獣医などは目くじら立てて騒いでいるようですね。詐欺師まがい
な悪徳商売をしている獣医もいますからね。 
 
　私はブログでの嫌がらせにはなれていますから、私のことは気にしな
くても良いですよ。 
議論もジョイさんがお好きなようにしてよいですよ。 
 
　ブログ荒らしのゴキブリはこのブログは荒らしに来ません。来ても追
い払われるか、捕まえられて、さらしものにされることを知っているか
らです。 
 
　かなり前に数匹のゴキブリをさらしものにしたら、今では影も形も見
当たりません。つまり、ゴキブリの巣もなくなっています。仕掛けたゴ
キブリホイホイで野垂れ死にしたのでしょうね。ハイ。 
 
　東京都の都庁や西東京市の市役所の小役人が変身したゴキブリも最近
はおとなしくなりました。恥をかくのは小役人のほうだと、やっと理解
したようです。法律や条例に無知蒙昧で、法令を守る意識のない小役人
は最低な生き物ですよ。ハイ。 
 
　私は愛犬たちの健康と長寿を願っているだけです。利害関係も損得も
ありません。 
愛犬たちのために、ほんとのことを言っているだけです。それだけのこ
とです。 
 
　だから、こちらのブログを目の敵にしているほうがおかしいのです
よ。悪いことをして儲けているということですね。ハイ。 
 
　私もブログを楽しみながら書いています。お互いに誰にも気兼ねもせ
ずに気楽にやりましょう。 
 
 
　写真はクリックすると拡大します。 
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みんなに知ってもらえればと  投稿者：ジョイ  投稿日：2008年 4月22日
(火)21時06分6秒 

　 　編集済 

  このサイトを３箇所で紹介しました。 
勝手にしたらまずかったでしょうか？ 
三箇所目で少し反感を買いまして・・。 
ネットって飛び火しやすいんですよね？ 
もしかしたらご迷惑がかかるんじゃないかと。 
議論は即座に中止した方がいいですか？ 

 

RE:今度は自宅で  投稿者：Panaowner  投稿日：2008年 4月22日(火)09時
57分27秒 

  　当方の愛犬たちはできるだけ自然のままですごさせるようにしていま
す。爪切りも肛門腺絞りなどもしていません。する必要を感じていませ
んね。 
 
　シャンプーについては下記の随想をご参考にしてください。 
犬用シャンプーより人用が安全で安い 
 
　チワワは身軽なので、夏山の登山は好きになるでしょうね。 
ただし、寒がりなので、冬山は嫌がるかもしれませんね。 
 
　パピヨンは冬山でも喜んで雪の中を走り回りますよ。寒さに強い犬種
です。 
 
 
写真はクリックすると拡大します。 

 

今度は自宅で  投稿者：ジョイ  投稿日：2008年 4月21日(月)20時18分39秒 　 　編集済 

  手作り食に移行できたので今度は自宅でシャンプーをしたいんですが。 
爪切りが怖くてペットショップにシャンプー込みでお願いしてました。 
毎日散歩してたら爪切る必要ないんでしょうか？ 
パロは爪切ってますか？ 
 
我が家のチワワはよくパピヨンと間違われるチワワで色はホワイト＆
マーブルなのでパロにどことなく似てます。 
一度だけ一緒に登山したことがあります。 
小さな体で軽快に登っていくので驚きました。 
以前から登山はしていたのですが、犬との登山は楽しさが増えました
ね。 
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RE:動物病院の今後  投稿者：Panaowner  投稿日：2008年 4月19日(土)23
時05分57秒 

　 　編集済 

  ジョイさん、こん○○は♪　（ o・_・o ） 
 
　狂犬病ワクチンや９種混合ワクチンを押し売りしている動物病院がつ
ぶれるのは心配ですか。他人の犬を薬害で殺しても、犬のほうが悪いか
ら死んだと屁理屈を言って、責任を認めない獣医が多いですよ。日本に
は悪徳獣医が多すぎます。 
 
　生の鶏の骨は良いが、加熱した鶏の骨は犬に食べさせてはいけないと
いう科学的な根拠はありません。加熱した鶏の骨がもっとも良い食材で
すよ。愛犬に実際に食べさせてみればすぐにわかりますね。お分かりの
ようですね。愛犬が喜んでいるでしょう。 
 
　当方の愛犬にはフロントラインなどのノミ取り専用の獣医が販売して
いる薬剤は一切使用していません。 
 
　犬の毛にわずかにスプレーした程度のフマキラーなどの家庭用薬剤
は、かりに犬がなめても薬害を起こすようなことはありません。当方の
愛犬には２００回以上の登山のときにスプレーした実績があります。詳
細は愛犬の登山技術に記載してあります。ご参考にしてください。 
 
　写真はクリックすると拡大します。 

 

動物病院の今後  投稿者：ジョイ  投稿日：2008年 4月19日(土)21時42分41
秒 

　 　編集済 

  食事中にふと思ったんですが。 
ワクチン不要で医者要らずになると、真面目に獣医をやってても次々に
動物病院潰れますね。 
ついこの前、最寄りのかかりつけの動物病院が９種混合ワクチンを推奨
してるのを知って怒り狂いそうになってたのに今度は心配になってきま
した。 
 
私がここで参考になったのは、加熱した鳥の骨ＯＫとフィラリア治療薬
あり、そしてノミ・マダニ予防薬の有害性です。 
特に食事に関しては完全手作り食に踏み切りたいのになかなかできずに
ここ何ヶ月悩んでました。 
鳥の骨は生じゃないと危険と本に書いてあったけど、生は硬い！チワワ
に食べさせても大丈夫だろうか？と。 
加熱した骨をバリバリ食べてくれたので完全手作り食にＧＯサインが出
せました。 
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考える力がないので読む本の数が増えると訳がわからなくなりました。 
今回のことに限らず、真相はどうなの？ってなった時に考える手立てが
全くないです。 
 
それでノミ・マダニ予防は殺虫剤スプレーで間に合うとのことですが。 
スプレーなので匂わす程度に手足にかけるというのは難しいように思い
ますし、かけた後に犬が手足を舐めても平気なんでしょうか？ 
 
文章の掲載を了解しました。 

RE:値千金。  投稿者：Panaowner  投稿日：2008年 4月16日(水)23時24分
52秒 

　 　編集済 

  ジョイさん、こん○○は♪　（ o・_・o ） 
 
　このブログ「愛犬問題」は値千金ですか。記事を読むと何か得したよ
うな気になりますか。そのような喜びの声を聞くと、私も何か得したよ
うな気になります。 
 
　一番得するのはお互いの愛犬たちでしょうね。薬害に遭わずに健康に
過ごせますからね。 
 
　実は私は「値千金」ではなく、「一攫千金」を狙っているのです。 
本を出版して儲けようなんてケチな話ではありません。もっと大金を
狙っているのです。内緒の話です。あなたは信用できそうなので秘密を
打ち明けます。他の人には絶対に話さないでください。きっとですよ。 
 
　特に、獣医にバレルと大変です。悪徳獣医がブログ荒らしのゴキブリ
に変身して、このブログに糞をします。自分の所在は明らかにしない覆
面投稿です。卑怯者です。情報価値もないので、すぐに掃き捨てていま
すが、掃除の回数が増えますからね。 
 
　ネットのゴキブリも台所のゴキブリと同じ習性ですよ。物陰からコソ
コソと出てきてきたない糞をします。蝿たたきで追い払っても昼夜とも
物音もなく出没します。困ったものです。知能の低いなさけない生き物
ですね。ハイ。 
 
 
　一攫千金の話をします。 
狂犬病ワクチンの市場規模は現時点で、軽く１００億円を超します。獣
医がボロ儲けをしているのです。 
 
　狂犬病ワクチンの原価は１００円だとも言われています。それを獣医
が３，０００円前後で愛犬家に押し売りしています。狂犬病予防法とい
うご用済みの時代遅れの悪法を盾にしていますね。 
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　その悪法を実質的に改廃するのは簡単なのです。小役人や政治家に賄
賂を渡して抱きこむ必要はないのです。 
 
　日本全国の愛犬家の皆さんが狂犬病ワクチンを注射しなければ悪法は
有名無実になりますよ。愛犬家が目覚めることが大切ですね。 
 
　つまり、狂犬病ワクチンの売上高１００億円以上の大金をそっくり奪
い取ろうと企てているのです。国民をだましている悪徳商法の売上金で
すからね。闇黒街の麻薬の売上金と同じようなものです。不正な不労所
得ですよ。 
 
　私一人では一生かかっても使い切れない大金なので、ご協力いただい
た愛犬家一人ひとりに、お礼としておすそ分けしようと思っています。 
 
　私には一円も入金はありませんが、それでいいのです。もう何十年も
狂犬病ワクチンを注射したことがないので、その注射代分に利子がつい
て、大金になりました。何億円ではないですが、老後は贅沢さえしなけ
れば悠々自適で食べていくだけの金がたまりました。 
 
　ま～ボランテア活動みたいなものですかね。ハイ。 
 
　なお、このブログ「愛犬問題」の検索はタイトルの４文字を入力する
とトップにでますよ。「爆笑問題」のように有名になるとうれしいで
す。ホントです。ハイ。 
 
 
　　写真はクリックすると拡大します。 

値千金。  投稿者：ジョイ  投稿日：2008年 4月16日(水)20時29分50秒 

  はじめまして。 
１歳１１ヶ月のチワワを飼ってる者です。 
勝手に読んで為になってお世話になりました。 
いやあ素晴らしい。 
犬で検索してトップに出てくればいいのになあ。 
私は人の紹介でここに訪れました。 
もっと広めたいですねえ、このサイト。 
もう十分愛犬家の皆さんに浸透してるんでしょうか。 
 
騙されてたことに気付くと、のめり込みますね。 
そこに来て権力との戦いは盛り上がります。 
これだけの情報量があれば書籍化もありえるんじゃないですか？ 
 
あのー興奮してその時思ったことをすぐ文章にしてるので読みにくかっ
たかもしれません。 
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   (管理人) ジョイさん、こん○○は♪　（ o・_・o ） 
 
　このご投稿はおもしろく貴重なので、ブログ「愛犬問
題」の本文に掲載採用します。 
この上にある私の返信も一緒に掲載します。 
ご了解ください。 
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