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２０１２年１２月５日　第２０８３回例会　VOL. ４４　No. ２２

■司　　会　ＳＡＡ　田川　富男

■開会点鐘　会　長  山崎　良三

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

　　　ＳＬ　小嶋　宏樹

■出席報告

　
■本日の欠席者
漆原、千葉、佐藤、増田

■他クラブ出席者
増田 (東京築地 RC)、安藤公一 (横浜北 RC)

福村 (横浜保土ヶ谷 RC)、小嶋 (横浜瀬谷 RC)

■ゲスト
申　錫撤君 (米山奨学生 )

■ 12 月誕生記念祝

後藤　英則会員　　　　12.1

五十嵐　正会員　　　　12.20

関口　友宏会員　　　　12.10

■祝！ベビー誕生　　　　　松本　英二会員

■会長報告
　前回は仕事の調整が出来ず欠席した事をお

詫び致します。本日は 12 月第一週目で年次総

会です。前回理事候補者の発表が有ったと思

いますが、例会にてご意見が無ければ正式に

承認したいと思います。

　定足数出席数も満たしていますので決定い

たします。

　理事 9 名は一週間以内に副会長を互選し、

幹事、会計 SAA を選出します。

○地区関係

１）2013 年ロータリー世界平和フォーラム

日時　2013 年５月 17 日～ 18 日

場所　広島国際会議場　及び

　　　ANA クラウンプラザホテル

登録申し込み返送期日　2013 年１月８日

２）24 年度年末たすけあい運動団体募金

募集受付期間　12/1 ～ 12/21 日

本日の出席率      87.5％

本日の出席数      28 名会 　 員 　 数  　35 名

修正出席率   　100％

「奉仕を通じて平和を」
2012-13年度 RI会長／田 中 作 次　　RI.D2590ガバナー／露 木 雄 二　　横浜旭RC会長／山 崎 良 三

Peace Through Service
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担当　

　旭区社会福祉協議会内共同募金会旭区支会

３）その他　　

会員 OB 滝澤亮氏奥様 友子様葬儀の案内

日時　通夜　　12/6 日　18：30

　　　告別式　12/7 日　 9：30

場所　坂本祭典二俣川斎場　

４）８クラブ合同例会出欠締切がせまってい

ますので、よろしくお願いします。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○神奈川ロータリークラブ

日時　12 月 17 日㈪→ 21 日㈮夜間移動例会　

　　　クリスマス家族会

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　伊勢山ヒルズ

日時　12 月 24 ㈪休会

日時　12 月 31 日㈪休会

○横浜あざみロータリークラブ

日時　12 月 19 日㈬クリスマス例会

　　　横浜たま RC と合同

点鐘　午後６時 30 分

場所　新横浜グレースホテル７階

日時　１月２日㈬休会

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　12 月 18 日㈫夜間移動例会

　　　クリスマス会

　　　点鐘　午後５時 30 分

場所　モンテファーレ

日時　12 月 25 日㈫休会

日時　１月１日㈫休会

■社会奉仕委員会　　　　　　福村　　正　

　来る１月 13 日㈰にチャリティーコンサート

を開催いたします。委員会はもとより、会員

の方々にはぜひご出席をお願いします。

　当日は復興支援委員会のパネル展示や募金

活動も行います。

○出演予定

　左近山中学校　富士見丘学園、

　二俣川看護福祉高校　商大付属高校

　当クラブの有志

　前回同様、開催の支援を各委員にお願い致

します。

　一人 5,000 円以上のご支援を頂きたく、宜

しくご理解ご協力の程お願い致します。又、 　
他の団体や企業などにも協力を呼び掛けてい

きます。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

山崎　良三／太田さんのペット業界の話を楽

しみにしています。

青木　邦弘／太田さん、卓話楽しみにしてい

ます。

辻　　　修／最後の例会出席となりました。

お世話になりましてありがとうございました。

太田　勝典／つたない卓話をさせて頂きます。

大谷　蓉子／祝・長寿の記念品をいただきま

した。有り難うございます。

後藤　英則／①誕生祝いを頂きありがとうご

ざいます。②太田さんの卓話楽し味にしてい

ます。

田川　富男／ペット好きです。よろしくお願

いします。メダカもペットですか？教えて下

さい。

五十嵐　正／誕生祝いをいただき、感謝いた

します。

市川　慎二／太田さんの卓話、楽しみです。

宜しくお願いします。

綿貫　守一／太田さんの卓話たのしみです。

久しぶりの事で期待しています。

倉本　宏昭／①太田さん、あんまり暗い話は

しないでね。それでなくても私は歯が痛くて

つらいんだから…②申君ようこそ。

安藤　公一／太田さん、卓話よろしくお願い

します。

吉原　則光／とうとう師走になってしまいま

した。今日の卓話、太田さん楽しみにしてお

ります。

吉野　寧訓／太田さん、卓話たのしみにして

おります。

黒瀬　一敏／①いい年齢ながら忙しくて、ご

無沙汰しています。②食糧難の時代、私が最

も可愛がっていたセパードを死なせました。

その事を思い本日の卓話を聞きます！

関口　友宏／誕生祝を頂き。あと５日で後期

高齢者の仲間入りをします。

安藤　達雄／五十嵐さんいつも週報の製本を

ありがとうございます。

兵藤　哲夫／①ペット業界のトップリーダー

太田さんの活躍は目をみはります。業界の発

展を心よりお祈りいたします。②今回の選挙
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は前回のように国民が燃えていませんなあ。

斎藤　善孝／①太田さん卓話たのしみです。

②申さんようこそ。

内田　　敏／太田さん、本日の卓話よろしく

お願いします。

新川　　尚／太田さん、卓話宜しくお願いし

ます。

■卓話「ペット業界の現状と今後の課題」　　

　　　　　　　　　　　　　     太田　勝典

　久しぶりに卓話をさせていただきます。

　今日は一般卓話となっていますが、職業卓

話に近いものになってしまいますが、お許し

ください。

　私も今年 70 歳となりました。だいぶボケも

始まりましたので、RC の卓話もこれが最後と

なるかもしれません。そのつもりで今日は話

をさせていただきます。

　RC に入会させていただいたのは平成元年で

すので、今年で 24 年になります。当時は 46

歳でしたので、当クラブの会員名簿の写真と

比べますと、今は見る影もありません。

　青木幹事が、会員名簿の写真は、現状に近

いものに、とのことでしたが、まさか私の事

を言っているとは思ってもいませんでした。

こうなったら意地でも最後までこの写真で貫

き通したいと思っています。

　私は生まれは大船でしたが、鶴ヶ峰中学校

を卒業してすぐに日産に入りました。当時は

養成工という制度があり、午前中は会社の学

校で勉強し、午後は現場で実習、これを２年

続けました。熟練工を養成するための学校で

した。卒業して入社後も、日産では、仕事以

外に６年ほど勉強の場を与えていただきまし

た。配属された職場は自動車を大量生産する

ための機械を作る職場でした。

　RC に入会してからわかった事ですが、吉野

会員が横浜機型の社長の頃、横浜機型で作っ

た木型を、私が日産で検査をしていました。

私にとって旭 RC とは、見えない糸でいろいろ

つながっていたようです。

　私の自宅は、高梨会員の会社の裏門のすぐ

前にあります。RC に入る前でしたが、高梨会

員のお父さんが、大の犬好きで昼休みには私

の家によく遊びに来られ、息抜きをされてい

ました。

　数年前当会の会員だった斉藤孝夫会員は、

私より５歳ほど年下でしたが、彼は二俣川小

学校、鶴ヶ峰中学校、日産の養成工、日産の

ブラスバンドと、私と全く同じ道を歩みまし

た。私とは、年の差がありましたので、もち

ろん二人の出会いもなく、この事は知る由も

ありません。30 年ほど前に偶然わかったこと

です。彼とは、何年かは RC も一緒に過ごし、

今でも月一度のゴルフコンペは一緒です。来

週も３人の斉藤さん夫妻と忘年会で憂さを晴

らす予定です。お互いどちらかが死ぬまで、

この関係は続くのでしょう。育ちが同じだと

性格まで似てくるようです。少しおっちょこ

ちょいで、お調子者の所までそっくりと、妻

は申しておりますが、私も同感です。　万が

一という言葉がありますが、この偶然はそれ

以上でしょう。私と彼の唯一の違いは、彼は

私よりゴルフが上手なことです。

　佐藤真吾会員のお父さんは、鶴ヶ峰中学校

では、私の２年先輩のテニス部の部長でした。

当時私は、お父さんからテニス部で厳しいし

ごきを受けました。

　今思い出しますと、あれは今で言ういじめ

です。彼は私に関しては何の記憶もないと申

しておりますが、私は今でも心の傷として残っ

ています。旭、鶴峰の関係でお父さんとは一

緒にゴルフ、マージャンをやるようになって

から昔の敵討ちができました。しかしそれも

つかの間で、今は彼の息子からゴルフで、お

母さんからはマージャンで、親の仇討ちにあっ

ています。

　家庭集会の後だったと思いますが、退会さ

れた松本会員を東神奈川の自宅まで送りまし

た。何と松本会員の隣は、昔のガールフレン

ドの家でした。彼女は小さい頃から松本さん

夫婦にかわいがってもらっていたそうです。
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　昨年、私もやっとお墓を建てることができ

ました。本宿の浄性院ですが、２～３軒隣は

元福井会員の大きな墓があり、上から見下ろ

しています。私は死んだ後もゆっくり休みこ

とができません。

　旭 RC とは何かの因縁でしょうか、不思議

な縁が重なります。妻とは日産での職場結婚

でした。12 年勤めましたが、27 歳で退職しま

した。妻は私の立場もわかっていましたので、

退職には反対しませんでした。当時私は、まっ

たくの世間知らずでした。現在のペット屋を

始める前に、今で言うマルチ商法に２度引っ

かかり、わずかですが大事に貯めていたお金

を全て失いました。

　当時、古い店は、今の場所にありましたが、

駅からはだいぶ離れた細い県道沿いの、間口

2.5 間、奥行き２間、２階建２軒長屋の貸店

舗でした。家賃３万円、保証金 150 万円でし

たが、借りるか迷っていた所、半年ほどして

不動産屋さんが、値引きをするから借りてく

れとのことです。しかしお金はありません。

日産の養成工時代の同級生に相談したところ、

何と二人が 300 万円を用立てしてくれました。

当時の 300 万円は大金です。これを元手に今

の仕事を始めることができました。

　持つべきは良き友と言いますが、これほど

身にしみたことはありません。私にとっては

良き友でしたが、友人からは、私は貧乏神に

見えたことでしょう。二人の友とはもう 55 年

のお付き合いになりますが、今でも年に一度

は夫婦共々一泊して、旧交を深めています。

会うたびに、お前の会社の株主は俺たちだと

釘をさされています。まったくその通りです。

　２年ほど前でしたが、ゴルフに１人で行き、

面識のない３人グループと一緒にプレーをす

る機会がありました。途中で同伴者の名前が

気になり尋ねました。「元日産の社長ですか？」

「そうです」とのことです。他の２人のプレー

ヤーは、同期の取締役でした。

　「45 年前日産でお世話になった元職工です。

日産では多くの勉強をさせていただき、大変

感謝しております。今があるのも、日産での

経験のおかげです。ありがとうございました。」

と率直にお礼の言葉が出ました。塙元社長は、

「日産を辞めて良かったですね」と言ってくれ

ました。これは本来社長の言う言葉ではない

でしょう。しかしこれも 45 年の歳月が全てを

洗い流し、お互いに本音の会話が出来たと私

も心が安らいだ思いでした。

　旭 RC への入会のきっかけは、土谷弓彦元

会員でした。彼は二俣川北口駅前の協進不動

産の社長でした。彼とは同じ年でしたが、私

にとっては唯一のかけがえのない親友でした。

真面目で、多くの事を教わり、私の人生に大

きな影響を与えてくれました。かわりに私は

彼には不真面目なことをたくさん教えました。

彼は 16 年前の矢田会長の時の幹事でした。10

年ほど前、59 歳の若さで病気で亡くなりまし

たが、一緒に遊んだことは、今でも昨日のよ

うに思い出されます。現在彼の息子があとを

継いでいますが、今は佐藤会員とは一緒に業

界の役員をしてくれています。遠くないうち

に、旭 RC に入会してくれるものと期待してい

ます。

　RC に入会して良かったなと感じることが２

つあります。１つは良き友と巡りあったこと。

入会前に土谷会員はこんなことを言っていま

した。RC の会員は素晴らしい人ばかりだが、

全員とは仲良くできなくともいい、２人でも

３人でもいいから、良き友を作るように、RC

の会費は安くないが、それ以上の得るものが

あるよとのことです。

　それまではほとんどが同業者との付き合い

でした。話題も仕事に関することであり、本

音の話は時には妬まれたりもします。私達の

業界もレベルはあまり高くはありません。私

も意志が弱いほうですので、すぐに朱に交わっ

てしまいます。卓話の品位を汚してしまい、

申し訳ありませんが、RC に入る前、こんな事

がありました。

　30 年ほど前ですが、業界がまだ景気の良い

頃、問屋さんが香港旅行に招待してくれまし

た。妻と二人で参加しましたが、団体バスの

中で悪友がマイクを通して「おーい、太田○

○を買いに行くからバスから降りろ」といき

なり言われました。私も若気のいたりで、つ

い断ることができず、降りてしまいました。

それ以来妻は、同業者の友人を全く信用して

おりませんし、私もさらに信用を落とす結果

となりました。



– 5 –

　妻は今でも RC に入って良い友達ができて良

かったねと言ってくれます。私もそれは実感

しておりますが、妻はあの時の反動が RC をよ

り美化させているのかもしれません。

　RC の良さの２つ目は、最近になって RC で

言われている職業奉仕の意味が少しわかった

ような気になったことです。皆さんご存知の

ように、ロータリーの綱領にこのような文が

あります。

　「事業及び専門職務の道徳的水準を高めるこ

と、あらゆる有用な業務は尊重されるべきで

あるとの認識を深めること。そして、ロータ

リアン各自が業務を通じて社会に奉仕するた

めにその業務を品位あらしめること」とあり

ます。

　私も RC 入会時は、ペット屋などは RC 会員

としては場違いではないのか、少し引けた気

持ちもありました。しかし最近は犬やネコの

ペットが年々社会生活の中で、その存在価値

を高め、今では私達の生活の中でペットはな

くてはならない地位を築くようになりました。

しかしそのペットを扱う私達ペット業者が、

その早い流れについていけず、その対応に遅

れをとっています。

　15 年ほど前のことですが、私の会社の女子

社員と私の会社がテナントとして入っている

ヨネヤマプランテーションの長男との結婚式

があり、その席に港北区選出の元文科大臣で

あった鈴木恒夫議員が、来賓として出席して

いました。

　議員は当時、国の動物愛護委員会の委員長

でした。平成 11 年の動物愛護法の改正の時、

愛護団体や獣医師会からは意見を聞く事がで

き、それを法律に反映させたが、ペット屋に

は業界団体がないため意見を聞く事ができな

かった。業界団体を作って、業界のレベルを

あげたらどうか、ペットの所轄官庁である環

境省にも協力させるからとのアドバイスをい

ただきました。環境省も即、これに対応して

くれ、20 人でも 30 人でもいいから会を作り

なさい、業界の代表団体として認めるからと

のことです。

　当時私は、中部や関東の市場にも通ってい

ましたので、各市場に声かけをして、約 1,000

名の同業者が集まり、３ヶ月後に現在の一般

社団法人全国ペット協会が発足しました。当

時業界内にも、業界団体を作らねばならない

との意識がありました。行政側もそれを望ん

でいた事も重なり、良いタイミングでもあっ

たようです。

　会の目的は、第１に業界のレベルの向上を

掲げています。現在会員は 4,000 名弱ですが、

活動の柱として、今皆様に回覧している「家

庭動物販売士」の資格制度があります。約

200 ページの教科書ですが、ペットに関する

大学の先生や、愛護団体、消費者センター、

行政の方々にご協力をいただき編集しました。

大変難しい、レベルの高い内容となっていま

す。業界の事は、私が記事を書きました。こ

の家庭動物販売士の資格は、５年前の愛護法

の改正時より、ペットショップを開業する時

の資格の一つとして、国に認められました。

　この資格制度は、私達の会とは別組織の家

庭動物販売士認定委員会という第３者機関に

より運営されており、試験問題、合格ライン

の決定等、公平性が担保されています。７人

の外部委員の一人として、兵藤会員にご協力

をいただいています、教科書の第１章は「動

物取扱業者の職業倫理から始まっています。

どこかで聞いた言葉です。先月も全国 10 カ

所の公共の施設で、講習会と試験を行い、約

1,000 名近くが受講してくれました。現在延

べ 7,000 名近くが、この資格をもっており、

ペットショップの現場の第一線で活躍してい

ます。

　ペットショップは、日本全体では３万軒位

といわれており、私達の会への加入率はまだ

30％ほどですが、この資格取得者が、業界の

レベルの向上に将来大きく貢献してくれるも

のと期待しております。

　また、私達の会の監査は、お金の流れのプ

ロである元湯澤会員にお願いしています。旭

RC は、私達の会の運営に多大のご協力をいた

だいています、３年前に日本では、政権交代

がありました。また、５年に一度の動物愛護

法の改正があり、私にとってはこの２年間は

大変な年となり、様々な難問を体験する羽目

となりました。

　鳩山元首相の奥さんは、愛護団体の１人で

す。首相になってすぐに民主党は博愛の精神
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が基調である、博愛と動物愛護は一緒である、

前回の愛護法は自民党、官僚、業界によって

作られた。政治主導の民主党としては、まず

動物愛護法を改正させたい、とのことです。

法律の素案は審議会が答申案を作ります。

　先日、田中文科大臣が、新大学の設立につ

いて審議会案を認めないとして物議をかもし

ました。当時愛護法担当の中央環境審議会は、

12 名の委員から構成されていました。学識経

験者、大学の先生、愛護団体（兵藤先生もこ

の一員です）、業界から私と血統書団体の理事

長等がメンバーです。

　しかしこの委員会は、自民党が選んだ委員

であり、民主党の意にはそぐわないとして審

議会の下に 18 名から成る小委員会を設置し、

民主党の意見の合うメンバーを取り入れ、全

ては小委員で決めることになりました。愛護

団体の代表も今までの常識的な団体を外し、

旧社会党系の昔革マル派の過激な団体等を入

れてきました。そのとばっちりで、愛護団体

代表の兵藤委員は、定年という名目で変えら

れてしまいました。

　現場の意見も必要とのことで、私も小委員

会に入りましたが、18 人中２名では、全てが

反対されてしまいます。１年半の間に 25 回の

小委員会が開かれました。回を重ねるうちに、

良識的な大学の先生方も、私達の意見に同調

してくれるようになり、中間とりまとめをす

るための小委員会では、ほとんどの議案が一

本化できず、賛成、反対の両論併記となって

しまいました。最後は国会で政治が決めるこ

とになりました。

　法律の案が出来上がると、パブリックコメ

ント（略してパブコメ）という形で一般国民

から意見を聞く場があります。これは署名運

動と違うところは、住所・氏名・年齢を書く

事は一緒ですが、意見を書く欄があり、複雑

なため一般になじみが薄く、年間でもパブコ

メが１万件を超す事はほとんどありませんが、

この愛護法改正では、愛護団体と業界とのパ

ブコメ合戦となり賛成・反対が 12 万件も集ま

り、環境省は仕事がストップしてしまうとい

う騒ぎとなりました。

　３ヶ月程前に、国は原発問題に関して、

2030 年代に原発に頼る比率を 0％、15％、

25％の３案のパブコメを募集しました。その

総計は７万件でしたので、この 12 万件はいか

に異常であったかがわかると思います。２年

をかけて法改正はこの８月に議員立法により

決まりました。法改正で厳しい意見を主張し

ていた一部の民主党議員が新党に移ったため、

スムーズに３党合意が出来た事は皮肉な結果

です。

　私達の会は、業界団体ですが、業界の利益

のためだけに横車を押す事だけはすべきでな

いと、私は会の中で主張してきました。実は

この言葉は以前、辻会員より、良く胸に手を

あてて考えなさいと忠告を受けた結果の言葉

でした。

　私達の業種は零細店の集まりです。委員会

の中でも真面目に努力している店はつぶさな

いでほしい、そのかわり悪い業者はどんどん

営業停止にしてくれとも主張してきました。

会の内部からの一部突き上げもあり、判断に

迷った事も何度かありました。その時に一番

の支えになったのは RC の４つのテストでし

た。判断に迷った時、これを唱えるとおのず

と答えが出てきます。私は８年ほど前からペッ

トのネット販売、移動販売、深夜販売禁止を

訴えてきましたが、今回の法改正でこれらが

盛り込まれました。

　今回の法改正で、私達の業界はさらに厳し

くなりますが、ほとんどの会員が今回の法改

正の結果を支持してくれたこと、いくつかの

愛護団体が、いい法律が出来ましたねと言っ

てくれた事は、私の何よりの喜びです。

　自らの職業を通して、社会に貢献する。今

私のできることは「業界のレベルを上げるこ

と」これが職業を通して社会に貢献する私の

最良の道と考えています。

　RC で学んだ事を、わずかですが実践できた

ことに小さな喜びを感じています。ロータリー

に卒業はない、生涯学習と研鑽の場ともいわ

れています。これからも RC の良き友と遊びな

がら、また勉強したいと考えていますので、

よろしくお願いいたします。

■次週の卓話　　
　 職業卓話　
　　　兵藤会員
　　　　　　　　　　週報担当　川瀬恵津子


