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里親募集の犬たち 

はうんずメール便 
毎月一度、会員様へお届けをするお便りです。 

  繰越 97,070 
日付 
2014  適用 入金 出金 

3/7 H 狂犬病  ̶ 6.380 

3/7 トモゾウ狂犬病 ̶ 6.380 

3/7 たまワクチン  6.000 

3/20 ボランティア 

避妊去勢 

 30,000 

３月分 ゲーリー寄金 23,007  ̶ 

今現在の残高合計   ￥ 71,317 

今月の 
VOLUNTEER DAY 

4/17（木） 
この日は石狩嶺泊の動物保護施設
「わんわん救助隊」にてスタッフ一
同、ボランティアに出動します。そ
れに伴い、トリミング業務およびハ
ウンズカフェ業務においてはお休み
となります。ご迷惑をおかけします
が、どうぞご理解とご協力をお願い
いたします。この度からマイクロチ

プも装着させる作戦です！ 

 

最近、来店するお客様に
隠れながら吠えることが
たまにあります。。。。 
トイレはほぼ完璧。トイ
レ出来るアピールなのか
回数が多め（笑） 
未だちょっと人見知り。
カフェの時間は、自らハ
ウスへ入り現実逃避。。。。 
そんなときにはおやつで
好印象を与えてやれば打
ち解けが早くなる！ 

５月販売！ 
オリジナル商品予告！ 
KaPPou™に続き、オリジナル商品     
第２弾！５月から当店オリジナル     
バッファロー革のリードと首輪の販売が開始さ
れます。金具は真鍮 100%のもの。インドで制
作、そこからの直輸入となります。 

H (エイイチ) 
7ヶ月齢♂去勢済 

スタッフ募集 

割引・割増のおさらい 
あちこちで「消費税増税に伴い値上げを・・」
という見出しにあきあきしている今日この頃。 
ここでは今まで通りのご利用料金ですが、
ちょっとだけ改正をさせていただきました。こ
の機会に、今ある割引・割増全てを含め、料金
プランの一覧を記しておきましょう。 
 

ホテル＆ステイプラン  10：00～翌 18：00 
 ・元気な１泊  5,000円 野外活動つき 
 ・ゆるい１泊  10%オフ 野外活動なし 
 ・２泊以上で前泊/後泊適用可（2,500円） 
 ・７泊目以降 10％オフ 
 ・14泊目以降 20％オフ 
託児プラン         10:00~18:00 
 ・元気な託児１日 4,000 円 野外活動つき 
 ・ゆるい託児１日 10%オフ 野外活動なし 
月極託児プラン   10:00~18:00 
 ・時間プリペイド （送迎料込） 
    月 25 時間   14,000 円 
    月 50 時間    23,000 円 
    月 100時間   10,400 円 
 ・通園    （送迎料 50%オフ別途） 
    週 1（月 4回） 15,000 円 
    週２（月８回） 28,000 円 
    週３（月４回） 39,000 円 
ホテル＆ステイプラン 短時間 OR 長期 
 ・短時間   １時間 600 円 
 ・長期    １ヶ月 65,000 円 
      （継続２ヶ月目より60,000円） 
 ・早朝/延長 お預り8:00前, お帰り20：00以降 
送迎料  南区 300円 
     西・白石・中央・清田・豊平区 500円 
     東区・北区・厚別区・手稲区 800円 
多頭割引 ２匹目以降 10％オフ 
   ホテル２泊以上、託児月50・100、週２・3 
同時利用割引  グルーミング 40%~20 オフ
（ホテルまたは託児８時間以上のご利用と併用） 
 ・シャンプー     40％オフ 
 ・シャンプー＆カット 20％オフ 
未去勢タマツキ割増  10%増 
（オス用おしっこおむつ持参で割増なし） 
プチトリミング割増  点数制 
（サイズ・難度などにより点数増の場合あり） 
出張トレーニング    訪問１回 5,000円          

カフェサロン 18:30~ チェックイン7：30まで 
    木・金・土、事前にTELでご予約を！ 
 ゲーリー寄金報告 

今まで頑張ってくれていたスタッフ近野達郎が「寿！退社」をいたします。それに
伴い、急遽スタッフ募集をいたします。今はまだ小さなお店だけど、私たちと一緒
に店を成長させていってくれる元気な方をお待ちしています。犬にマジ咬みされて
もめげない人がいたら、お声をかけて下さいませんか？ たっつん、おめでとう！ 

「バッファロー」という名前をよく耳にしますよね？これは「水牛」のこ
とです。ちまたでは表面にバッファロー革特有の模様（シボと呼ばれるぶ
つぶつ）を型押ししている偽物もあるらしいのですが、本物で上質なバッ
ファローの生息地はやっぱり南アジア。そこの水牛たちの革を使用する
1/2 Hounds オリジナルのリード＆首輪は厚みがあり、手に取った時の
柔らかさには驚いてもらえるでしょう。水牛の革だからこそ、水にも強く
耐久性があります。 
また、インドとは真鍮生産が盛んです。私たちが店で使うリードの金具
は、毎日毎日雨風ドロ砂などにさらされるわけですが、ステンレス金具よ
りも真鍮100%のスナップ金具のほうがいつまでもスムーズな動きを保持
してくれるため、本物の真鍮をあえて使用しています。 
スタイルは至ってシンプル。必要以上の金具を使わず、留め具以外のつな
ぎは全て編み込みになっています。 
毎日使うリードと首輪。お出かけ用もあれば、普段用のもあるでしょう。
このオリジナル商品は使って使って使いまくる消耗品用の首輪＆リードと
なります。だからこそ、価格もお手軽にと設定予定です。革が切れた後の
真鍮は返却して頂き、リサイクルするシステムをとります。お楽しみに！ 
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犬種紹介  チワワ 
原産国メキシコ        用途：コンパニオン、愛玩犬 
性格；機敏で注意深く、活発でありたいへん勇敢。  
チワワの別名「クラシック犬」 
チワワは体が小さいため、自分を大きく見せようとしてとても良く吠える 
ます。吠え歩くのが習性とも言えます。勇敢な性格なので、飼い主に危険
を感じると守ろうとして吠えまくる…。 
歴史：チワワは世界で最小の純血種であると考えられており、犬種名はメ
キシコ最大の州の名前に由来している。「テチチ」と呼ばれる小型犬の絵
が街の建造物の装飾として使用されているが、これらの犬の像は、今日現
在するチワワにたいへん類似している。 

行楽シーズンに向けて！お手軽サンド   

材料                                
サンドイッチ用パン 各２枚分   人参・卵・キュウリ・鶏ひき肉 各適量              
 ペースト ・ほうれん草＆チーズ ・レバー＆ヨーグルト ・卵＆人参 
 作り方                                        
 １、ペーストを作る！  
  ・ほうれん草＆チーズ（ほうれん草５０g 裏ごしカッテージチーズ３０g） 
   ほうれん草を茹で、みじん切りに。チーズを加えてよく混ぜ合わせる。 
  ・レバー＆ヨーグルト（鶏レバー６０g 無糖ヨーグルト２０g） 
     レバーは一口大に切り、水洗いして牛乳で中火で５分ほど煮る。 
     煮たレバーをよく水洗いしておろし金ですり、ヨーグルトと混ぜ合わせる。 
   ・卵＆人参 （卵１個 人参３０g スキムミルク大さじ１） 
     卵と人参をそれぞれ茹で、おろし金ですり、スキムミルクと混ぜ合わせる。 
  ２、パンにペーストを塗りラップをくるくる巻いて、端をねじって留めたら完成☆ 

 
犬の豆知識   「外でブラッシングは法律違反」 
時々外で犬のブラッシングしている人を見かけますが、あれって実は法
律違反にあたる行為。動物の愛護および管理に関する法律の「第三章動
物の適切な取扱い、第三節周辺の生活環境の保全に係る」に定められて
います。犬を飼っていることで起こる「迷惑行為」があればその飼い主に対
して都道府県知事が警告し、それでも飼い主が無視してその迷惑行為を続
けるのであれば「よろしい。それでは○月◯日に必要な処置をとりま
す！」と言われる流れとなります。「家の中が毛だらけになるのは嫌だか
ら、外でやっちゃおう♪」と言うのは動物愛護管理では違反にあたるので
す。鳴き声や排尿便の放置による悪臭、不衛生によるネズミやノミの発生
などと、同等の刑罰 or 罰金に処されます。「自分さえよければ OK」では

なく、飼い主がマナーを守って楽しい犬生活を送りま
しょう！      

犬の映画   
 マーリー ～世界一おバカな犬が教えてくれたこと～」 
2009 年の映画で当時は、よく CMとかでも見かけた有名 
な作品です。とあるアメリカの新婚家庭に子育ての練習となると思いラブラドール
レトリバーの子犬を迎えては、マーリーと名付けました。優秀な子と育てる予定
が、いたずらばかりするやんちゃ犬になった。新婚夫婦も振り回されっぱなしにな
り、やがて出産など転機にマーリーは大切なことを教えてくれました。 
元々書籍だったこの作品は、口コミなどから広がり全米でベストセラーにもなった
エッセイを元にして作られた作品です。担当の編集者も原稿のチェックするにあた
り、たくさん笑って、涙も流してはトイレに駆け込むこともあったそうです。 
仕事柄たくさんの本を読むがベストセラーでもこんなにいい作品はない」 
と言うほど！ 

楽しい歴史！ 

私は 

料理専門！ 

「へぇぇ」をい

くついただけま

すか？ 

ヲタクなボクは娯

楽好き。 

だから映画紹介！ 


