Haruurara – the
Sunshine Horse
By Miriam Davis

し ご と

せいこう

み

げ ん ば

てられず､いつまでも現場
にいられて､周囲に温かく
み ま も

はし

「きょう、ハルウララが走
るよ.」
ま

つづ

「それってなんか負け続け
よわ

じょうきょう

見守 れている 状 況 に、サ
ラリーマンからせん望のま
そそ

なざしが注がれている.
すす

きぎょう

しゅうしん こ よ う

ねんこう じょれつ

さぐ

終 身 雇用 や 年功 序列 を 探

Hokkaido Shimbun

しゃかい

“A horse that has never won a
single race has captured the
hearts of the Japanese.” So
said
the
British
‘Week’
magazine in March 2004, the
month that Haruurara, whose
name means ‘soft, warm spring
sunshine’, lost for the 106th time
in as many races. “In the past,
such a dismal record would
have been considered a
disgrace. But times have
changed in a nation ravaged by
years of economic decline. The
country has been moved by
Haruurara’s indomitable spirit
and Haruurara badges and
T-shirts sell all over Japan.”
On the island of Okushiri,
Hokkaido, a middle school
teacher used a video tape
documentary on Haruurara to
encourage pupils anxious about
their high school entrance
exams. The pupils took to heart
the importance of doing their
best.
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The
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reported that a record number
of single betting tickets were
sold on the day of Haruurara’s
th
106 race.
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While we wouldn’t wish to
encourage people to consider
Haruurara as a lucky charm,
there are certain parallels we
can draw from her life to
illustrate Christian truth.「 負け
ても負けても走るハルウララ」
reminds me of the words of
Paul’s injunction to ‘throw off
everything that hinders ……and
to run with perseverance the
race marked out for us;’ the
race in which the important
thing is Jesus and not success
in worldly terms; in which by
His grace we keep going
whatever the odds with the
hope of our heavenly home as
our goal.
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Haruurara is already appearing
in commercials. A full colour
page advert for SKY PerfecTV
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And so a horse that never ‘hits
the mark’ (ataranai) becomes a
talisman to protect people from
traffic accidents. People who
bought tickets made comments
like
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So impressed were they that
they sent fan letters together
with local grown carrots and
apples to Haruurara. To their
delight 2 days before their
entrance exams,
T shirts
printed with the horse’s head
arrived and a message from her
trainer saying,
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