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仁昭

副幹事





大西

弘文

副会長





君が代・奉仕の理想


◎本日例会終了後､ ５階ジョイスにてクラブフォーラムが開催
されます｡ 大勢の出席､ よろしくお願い致します｡
◎４月８日地区協議会出席義務者の確認｡



布施

是清

職業奉仕委員

場所 武蔵工業大学 横浜キャンパス
登録受付 11：00〜12：15 点鐘 12：30


山本





当日受付は次年度幹事
芳弘

会員 (４月２日)

加藤副幹事が行います｡

◎次週４月13日は休会となります｡
◎次週４月13日､ ４月14日は地区大会です｡ ４月13日の登録開


吉田

隆男

会員 (４月６日)

始は12：30､ ４月14日の登録開始は12：00 となりますので

横山

範夫

会員 (４月６日)

ご参加よろしくお願い致します｡

今泉

文博

会員 (４月７日)

◎今月の定例理事会は４月20日となります｡
◎４月５日に臨時理事会を開催しましたのでご報告します｡
①2009−2010 年度

ガバナーノミニー候補者推薦の件

該当候補者はない旨回答する

可決

②春の家族会の実施の件
計画案及び募集開始の件

可決
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◎例会変更のお知らせ
横浜北ロータリークラブ
平成19年５月１日(火)

休会 (定款第５条第１節による)

横浜鶴見北ロータリークラブ
平成19年５月３日(木)
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午前９時45分
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鴻

義久

副SAA

①誕生祝ありがとうございました｡ 最後の50代と

なりました｡ いつまでも子供として見守ってくれる母に感謝で
す｡

ホテルキャメロット前

目的地

東京ドイツ村 (雨天の場合は鴨川シーワールド)

会

会員及び大人

5,000円

小・中学生

3,000円

費
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｢春の家族会｣ を５月20日 (日) に次の内容で開催致します｡
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休会 (定款第５条第１節による)

委員




横浜日吉ロータリークラブ

明光



休会 (祝日)

平成19年５月２日(水)

河野

未就学児は無料

L M N

②今朝､ 高校の入学式の親子の晴々しい姿に出会いました｡ 幸
せの一端をもらった気分です｡
!"#

誕生祝ありがとうございます｡
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誕生祝ありがとうございます｡ 明日７日で55です｡

田邊さん昨日忙しい中ありがとうございました｡
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桜満開と言うのに､ 寒い日が続き､ 年寄りは身に
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①天野さん､ 須永さん､ 田邊さん､ 永井隆俊さ

ん､ 布施さん､ 先日はありがとうございました｡
②石川さん､ 河野さん､ 先日は遅くまでお付き合いいただきあ
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りがとうございました｡
1

23

本日例会終了後､ 社会奉仕のクラブフォーラムを

５階ジョイスにて開催致します｡ 沢山の会員にご出席下さいま
すようお願いします｡

     

     



天野さん､ 創立50周年おめでとうございます｡
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しみます｡
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誕生祝いありがとうございます｡
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茂木さん､ イニシエーションスピーチ頑張って下

567

茂木さん､ イニシエーションスピーチ頑張って下

さい｡



◎米山奨学生・学友による各国料理講習会と試食会を開催致し
ます｡

さい｡

６月９日 (土)・場所は､ 神之木地区センター (ライフ大口

89:;

店隣) で午前 10 時から 12 時 (講習会) ・12 時 30 分から 13

下さい｡

時 30 分 (試食会) 試食会のみでもご参加下さい｡

<=>?

中国料理､ 韓国料理､ タイ料理､ カンボジア料理を予定して

した｡ ありがとうございます｡ 茂木先生､ イニシエーションス

います｡

ピーチ楽しみにしています｡

◎第１回パソコン教室を６月１日 (金) 例会終了後開催致しま





本日所用の為､ 早退致します｡ 茂木さん頑張って
古川先生､ 昨夜､ おいしいさんまをいただきま

①４月19日のゴルフコンペ､ たくさんの参加をお

す｡ 内容はパソコンの基礎という事でインターネットの見方､

願い致します｡

メールの送り方､ デジタルカメラのデータの利用､ などを中

②茂木さん今日は頑張って下さい｡

心に行います｡ 後日ご案内致しますのでよろしくご参加下さ

@ABC

い｡

よろしくお願い致します｡
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待ちわびていた桜が満開となり､ 大地に様々な生

命がやどるこの季節､ 皆様春を満喫されて下さい！

今月は ｢雑誌月間｣ です｡

HIJK

【横組み】
１. RI会長メッセージ ｢環境問題を考える｣

イニシエーションスピーチで緊張しております｡

P１

会議出席のため中座させていただきます｡
«¬L

・世界中の家族に影響を及ぼす環境問題
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・小さな変化が大きな変化を生む
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・実例を示し先頭を切る
２. ロータリー雑誌



P12

【縦組み】
１. 好奇心と行動力でいくつもの夢を実現

北原照久さん (横

浜Ｒ.Ｃ)

P⑦



本日例会終了後､ 盧康大社会奉仕委員長の進行により､ クラ
ブフォーラムが開催された｡

２. 点鐘の流儀

P⑯

石川正三会員より当クラブの歴代の会員がすばらしい社会奉

３. 絵画で交流 (2590地区)

P

仕の実績を重ねて来た事について大変為になる話をされました｡

最後にPに表紙のメッセージが紹介されています｡

あらためて当クラブの諸先輩方の活動に感動させられました｡
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日時：平成19年４月８日 (日)
場所：武蔵工業大学 横浜キャンパス
2007-08 ロータリーのテーマ
｢ロータリーは分かちあいの心｣
120万人の会員の間に
共通する一本の強力な糸が存在するとすれば､
それは ｢分かち合い｣ という名の精神でできた糸です｡
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2006〜07年度 国際ロータリー第2590地区の地区大会が４月
13日 (金)､ ４月14日 (土) 神奈川県民ホールに於いて開催さ
れました｡







私は､ 昭和26年東横線大倉山に生まれ大西学園の小学校から､
捜真女学校､ 麻布大学を経て､ 生家の敷地の一画で､ 動物病院
を開業し現在に至っております｡ 主人は大学の同窓で､ 長らく
横浜市の職員をしておりましたが､ 10年ほど前､ 突然退職し､
病院の仕事を一緒にすることになりました｡ 主人の退職金など､
資本等が充実し､ 飛躍的に成長することができました｡ 私の子
供の頃から現在まで東横沿線は大変な変貌をとげております｡
一番､ 印象的に残っているシーンは､ 伊勢湾台風のいったあと
大倉山公園からみると現在の新横浜駅周辺まで､ 海で､ 屋根が

所々に顔を出していたことです｡
獣医師という職業を選択したのは､ ごく単純に初めて飼った
イヌがいとおしかったからです｡ 私の大学時代は女性の比率が
30％位ですが､ 女性で開業するというのはまだめずらしい時代
だったかもしれません｡ しかし､ 男性獣医師から差別を受けた
こともなく､ かえって､ 先輩諸氏､ 同僚男性獣医師に助けられ､
現在に至っております｡ 大学の先輩である小池先生の紹介で､
神奈川東ロータリーに入会させていただきました｡ 世の中は広
いようで狭いと思ったのは､ 植田会員のご子息と病院の勤務獣
医師が知り合いであったことです｡ また､ いろいろな職業のス
ペシャリストの方がいらして大変心強いと思ったことが多々あ
り､ 感謝の念をもっております｡ 今後とも､ よろしくお願い致
します｡

今日は ｢私の仕事｣ と題し､ 動物病院の仕事のあれこれを知っ
ていただきたいと思います｡ 現在､ 私の病院は主人を除き､ 女
性ばかりのスタッフです｡ 以前は男性獣医師､ 男性トリマーが
おりましたが､ それぞれ独立致しました｡ 獣医師は私､ 主人､
常勤､ 非常勤を含め､ ５人がおります｡ また､ トリマーといわ
れるイヌの美容師､ 兼､ AHT とよばれる動物看護師が５人お
ります｡

動物病院の主な仕事としては
●動物の診療
●ノラネコの避妊去勢
●野生動物の治療 ●里親探し
●イヌのしつけ・パピーパティ・パピークラス
●オーナー向けのセミナーの開催
●コンパニオン動物の最後を看取る
などがあります｡

診療の対象としては
●主にイヌ・ネコ ●他にフェッレット・ウサギ・ハムスター
●まれに､ カメ・爬虫類 ●ごくごくまれに､ 魚類
です｡

プレーリードッグといわれ､ 北米の草原に棲んでいる大型の
ネズミのような動物です｡ このように歯が伸びすぎた場合､ 切っ
てやる必要があります｡

魚類も麻酔が可能です｡ キャリコという金魚の口に入り込ん
だ魚を取り出しました｡

トーマホークという捕獲機です｡ 購入するに際しては､ 審査
をうけ､ 通し番号がついております｡ ネコ好きの人のネットは
不思議で､ 遠くは戸塚区の方からも不妊手術のためにこのよう
な捕獲機などで､ 野良ネコをつかまえて､ 連れてきます｡ ノラ
ネコを不妊手術をしたり､ エサをあげることなどには､ いろい
ろなご意見をお持ちと思いますが､ 世間にはこのような人もい
ます｡

アオバズクです｡ ネコにやられたのか､ 深い傷を翼の下に負っ
ており､ 連れてこられて程なく死にました｡ 野生動物の治療は
個人的な満足かも知れません｡ 助けられる確率は低く､ 失望感
と無力感が募ります｡

1990 年代港北ニュータウンの開発が本格化し､ 多くのタヌ
キが住処を追われ､ 住宅地に出没しました｡ 交通事故や疥癬に
かかり､ 死んでいきました｡ 疥癬というダニに寄生されると､
このように毛がぬけ､ 激しいかゆみのための自傷と睡眠もまま
ならなくなります｡

このような市街地で意外と生息数が多いのではないかと思わ

れるハクビシンです｡ 現在は害獣に指定されています｡
 
このポメラニアン達はマンションの一画でなんと23匹にも増
え､ 飼い主は蒸発､ イヌ達は処分される運命でした｡ そのうち､
半数ほどを私どもが担当し､ 現在８匹に新しい飼い主が見つかっ
ております｡ ネコは暖かくなるとこれでもかと思うほど連れて
こられます｡ ほとんどが処分される運命ですが､ たまには､ 飼
い主がみつかるラッキーな運命の持ち主もおります｡
 
パピーパティーといってもなんのことかわからないと思いま
すが､ 子犬《パピー》を集めてあそばせる集いです｡ 子犬だか
らみんな遊ぶと思ったら大間違い､ 飼い主からはなれないイヌ､
エサに執着するイヌ､ ケンカ好きと何でもありです｡ イヌの社
会化教育の一環として行っております｡
 
パピークラスはイヌのしつけ教室です｡ このようなクラスに
興味がないような方々の比率のほうが高いですが､ 少しずつイ
ヌを飼うにはトレーニングが必要で､ それに対し費用を要する
ということが認識されつつあるように思えます｡
 
オーナー向けセミナーは２年ほど前から始め､ 不定期に開催
致します｡ 歯磨きを教えたり､ メーカーから講師を迎えドック
フードについての話をしてもらったりします｡ 去年の夏は子供
むけの企画をして､ ホームページに載せたところ､ 神奈川学園
の先生と生徒が来てくださいました｡ ２月22日のネコの日には
｢ネコの秘密教えます｣ というシリーズで開催しています｡ 集
うのは､ ネコ好きの方々､ ネコを語らせたら話が止まらないな
んてことがしばしばあります｡ ちなみに､ 主人と一緒に写って
いるのはシルバーフォックスのコンちゃんです｡
 
最後を看取るのも獣医師の大事な仕事と思うようになりまし
た｡ 獣医学の進歩により､ 飛躍的に寿命は延びました｡ しかし､
老い､ 死は克服できません｡ 私は､ 動物は飼い主に看取られる
のが一番幸せと思います｡ オーナーが亡くなると処分される子
たちもいます｡ 寝たきりになったイヌを看病するオーナー､ ガ
ンなど不治の病に冒される子もいます｡ 動物たちはただただ自
分の運命を受け入れます｡ 私はこのように運命を受け入れられ
るのか､ 自分の運命をのろい他人を羨望し､ 何かにすがったり
するのだろうか､ ありがとうという言葉を残して死ねるのかど
うか自問しています｡ 動物には安楽死という手段が許されてい
ます｡ オーナーがこの手段を選択することが正しいかどうか､
私たちにはわかりません｡ この手段を選択なさるオーナーに､
私どもは､ 死に対し納得できることや手段などはない､ どんな
選択をしても､ 後悔の念が残るのは､ 深く愛していたからです
とお伝えします｡
つたない話で､ 充分に気持ちを伝えることができていないか
もしれません｡
ご清聴ありがとうございました｡






横浜市中区の ｢大岡川桜まつり｣ が３月31日から始まり､ 大
岡川沿いに咲いた満開の桜の下では沢山の家族づれやカップル
が花見を楽しんでいました｡ 同地区はプロムナード整備の結果､
今では特殊飲食店の暗いイメージが払拭され､ 市民の憩いの場
所に様変わりをしています｡ 災害時にも利用できるボート乗り
場も新設され､ ｢川の駅 [大岡川桜桟橋]｣ (市民公募) と名付
けられました｡
(写真提供 小池將夫会長)
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