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愛犬問題　愛犬の身になって考えてみよう
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 狂犬病ワクチン注射は悪政の詐欺商品だ！　だまされていることを知って値千金  「愛犬
のいる生活(150285)」 [ 犬 ]    

　日本の狂犬病ワクチン注射は国民を愚弄した悪政の詐欺商品だ。狂犬病予防法は国際的には
通用しないご用済みの悪法だ。そのことをこのブログ「愛犬問題」で知った愛犬家から面白い
貴重な投稿が画像掲示板にあった。引用掲載する。ご了解をいただいている。 
 

 
 
値千金。 　　　　　　　　　　　　　　 投稿者：ジョイ  
 
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。 
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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。  
 

 
 
 
　返信　　　　RE:値千金。 　　　　　　　　　　投稿者：Panaowner  
 
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汚い糞
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。 
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　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。 
 
　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。実質的な改廃ができます。愛犬家が目覚めることが大切ですね。 
 
　つまり、私は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。もう何十年も愛犬には有害無益な狂
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Yahoo!でもGoogleでもタイトルの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。 
 
 
　　　関連随想 
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 狂犬病ワクチンの副作用と法律改廃５８編の随想集  
 
 
　　　　　　　　狂犬病予防注射の問題点については通常のＨＰにも詳述。 

狂犬病予防ワクチン注射のからくり  
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　狂犬病予防法は御用済みの悪法だ　　　 
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