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２０１２年１２月１９日　第２０８５回例会　VOL. ４４　No. ２４

■司　　会　ＳＡＡ　田川　富男

■開会点鐘　会　長  山崎　良三

■斉　　唱　手に手つないで

　　　ＳＬ　新川　　尚

■出席報告

　
■本日の欠席者
内田

■他クラブ出席者
増田 (東京築地 RC)

■ビジター
樋口征四郎殿 (IM キャラバン隊、横浜北 RC)

木村　　博殿 (IM キャラバン隊、横浜北 RC)

■皆出席者表彰

斉藤　善孝会員　　　　　　５年

山崎　良三会員　　　　　　２年

吉原　則光会員　　　　　　２年

■会長報告
　先日のクリスマス移動例会では、兵藤さん、

後藤さん、小嶋さん、千葉さん、佐藤さん、

大変御世話様でした。おかげで楽しい例会に

なりました。ありがとうございました。又、

来月はチャリテイコンサートが始まります。

皆で協力してコンサートが成功裏に終わる様

頑張っていきたいと思います。寄付の協力も

頂き有難うございました。

　次に北沢正浩さんの入会式を１月９日に行

います。又、第２回目の体験例会を２月 13 日

に行います。

　安藤達雄さん ､ ベネファクターへの御協力

有難う御座いました。厚く御礼申し上げます。

○地区関係

１）2015 ～ 16 年ガバナーノミニー

　　候補者推薦依頼の案内

締切　2013 年２月 13 日　

　　　クラブにて決議された方 1名

２）第 45 回インターアクト年次大会の開催

日時　2013 年１月 27 日　10 ～ 16 時

場所　横浜市教育会館

３）新会員の一泊研修セミナー開催の案内

日時　2013 年２月 17 日～ 18 日

場所　ニューウェルシティ湯河原　

　　　熱海市泉 107( 駅から送迎バス有 )

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　１月４日㈮休会

本日の出席率      93.33％

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
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日時　１月 11 日㈮、18 日㈮ 

　　　場所　田舎路 瀬谷区阿久和南 2-35-3

日時　１月 25 日㈮　点鐘 12 時 30 分

場所　三ツ境ライフコミュニティーサロン

日時　２月１日㈮→１月 30 日㈬

場所　新横浜国際ホテル南館

日時　２月８日㈮、15 日㈮、22 日㈮

　　　いずれも　点鐘 12 時 30 分

場所　三ツ境ライフコミュニティーサロン

■第 9 回理事会議事録　　　　　青木　邦弘

日時　12 月 15 日午後６時 30 分

場所　クラブ事務所

出席者 (敬称略 )　

山崎、安藤公一、後藤、福村、新川

(欠席　倉本、佐藤、斉藤、漆原 )

○報告事項

１）地区ガバナーから会員増強のお願い

２）地区大会実行委員会反省会

　　12/10 新横浜国際ホテル南館

３）北澤さん入会式　　1/9

４）東日本大震災支援イベントへの協賛依頼

　　社会奉仕委員会予算より、10,000 円支出

５）2013 年ロータリー世界フォーラム広島　

　　5月 17,18 日の案内

○審議事項

１）辻会員の退会について承認

２）クリスマス予算 200,000 円支出

　　親睦委員会より支出

３）会員の出産祝いについて

　　慶弔規定に新たに新設

　　慶弔規定第 8 条会員及び会員の配偶者出

　　産の場合 10,000 円を贈呈

４）チャリティーコンサートに社会奉仕予算

　　より 200,000 円支出

■ 2013 ～ 14 年度第 1 回理事役員会議事録
日時　12 月 10 日㈪　午後６時 30 分

場所　クラブ事務所

出席者 (敬称略 )

安藤公一、青木、千葉、福村、新川、田川、漆原、

山崎

(欠席　増田、太田 )

○報告事項

１）次年度 (2013 ～ 14 年度 )新理事決定

以下の９名の会員が決定しました。(敬称略 )

安藤公一、増田、田川、青木、新川、漆原、千葉、

太田、山崎

○審議事項

１）役員選任について 　
会    長          　　　　　安藤　公一

幹    事          　　　　　福村　　正

会長エレクト　　　　　　　　増田嘉一郎

会　　計　　　　　　　　　　倉本　宏昭

副会長　　　　　　　　　　　新川　　尚

SAA　　　　　　　 　　　　　後藤　英則

２）役員における理事会メンバーとしての責

任と権限について

　当クラブ細則３条第４節後段の幹事、会計、

及び会場監査 (SAA) については、従来通り理

事会メンバーと同等の責任と権限を有するも

のと致します。

３）五大奉仕委員長の選任について

クラブ奉仕委員長　　　　　　新川　　尚

職業　奉仕委員長　　　　　　漆原恵利子

社会　奉仕委員長　　　　　　千葉　和裕

国際　奉仕委員長　　　　　　田川　富男

新世代奉仕委員長　　　　　　青木　邦弘

４）クラブ協議会開催回数について

　次年度は年間５回とし、そのうち１回は第

５グループガバナー補佐来訪時に、例会時間

内に全員参加で実施。

第１回 地区協議会終了後３週間以内４月中旬

第２回 次年度計画作成精査、６月上旬

第３回 ガバナー補佐来訪時

第４回 上半期振り返りとレビュー１月中旬

第５回 通期の振り返りとレビュー４月中旬

５）委員会組織の内、一部委員会の委員長兼

任については、以下の委員会は委員長を兼任

します。

①会員増強と職業分類委員会

　R情報委員会と広報委員会と IT 委員会

②新世代委員会とインターアクト委員会

③クラブ奉仕委員会と R財団委員会

④その他についても一部お願いする可能性が

　あります。

■雑誌委員会　　　　　　　　　田川　富男

ロータリーの友 12 月号の紹介

　12 月は家族月間とされており、各地の活動

が紹介されております。ロータリアンの家族

の方々と会員が様々な奉仕活動をしておりま

す。奉仕を通じてそれぞれが出来る事を楽し

もうという精神で、家族の親睦を深めたと掲

載されています。

　「家族、子どもたち、みんなで森林体験」と

いうように遊び心を出した奉仕と自由な行動

もみられます。
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■ IM キャラバン隊よりお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　  樋口征四郎

■ロータリー財団より　　　　　　太田勝典

　辻委員長お休みのため、代役させていただ

きます。

　安藤達雄会員、べネファクターへの寄付有

難うございました。

　今期財団への寄付、よろしくお願い致しま

す。ロータリークラブの目的は世界平和です。

より平和を進めるためにはお金がかかります。

財団、米山への寄付に対しては多様なご意見

があるかと思いますが、ご協力をお願い致し

ます。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

樋口征四郎、木村博殿 ( 横浜北 RC) ／日頃は

いつもお世話様になっております。本年度 IM

をおおせつかっております横浜北 RC の樋口、

木村と申します。本日は IM のキャラバンに伺

いました。宜しくお願いします。

山崎　良三／① IM 大会キャラバン隊の樋口征

四郎様、木村博様、今日は忙しい中お出で下

さいまして有難うございます。②兵藤さんの

卓話楽しみにしています。

青木　邦弘／①クリスマス例会、兵藤委員長

をはじめとし、親睦委員の皆様ご苦労様でし

た。②兵藤先生卓話楽しみです。

太田　勝典／政権が大きく変わりました。景

気が良くなることを願っています。

佐藤　真吾／①横浜北ロータリークラブの木

村様、樋口様ようこそ。IM の成功お祈りして

います。②兵藤さんの卓話楽しみです。

今野　丁三／横浜北ロータリークラブの皆さ

ん、IM キャラバンご苦労様です。前年度の IM

ではお世話になりました。

関口　友宏／樋口さん、木村さん IM キャラバ

ンご苦労様です。ご成功を祈ります。

兵藤　哲夫／私の 50 年間の歴史をお話ししま

す。よろしくお願いします。

市川　慎二／①先日のクリスマス例会、矢田

先生ご紹介の余興など、とても楽しい一時で

した。兵藤先生、後藤さん、企画、進行等、

本当にお疲れ様でした。

岡田　清七／兵藤さん、卓話楽しみに聞かせ

ていただきます。

倉本　宏昭／①横浜北 RC 木村様、樋口様よ

うこそ。②先日のクリスマス親睦会では、兵

藤委員長、後藤会員以下大変お疲れ様でした。

矢田会員には素敵なゲストをお招きいただき

有難うございました。

安藤　公一／①先日のクリスマス懇親会、楽

しかったです。ご手配、お手伝いされた親睦

委員会の方々に感謝致します。②兵藤さんの

卓話楽しみです。

吉原　則光／①先週のクリスマス例会、大変

楽しませていただき有り難うございました。

②本日の卓話楽しみです。

千葉　和裕／先日は楽しいクリスマス会、有

難うございました。兵藤親睦委員長、後藤副

委員長、ナイス企画でした。旭ロータリーク

ラブのコンペで賞品を独り占めしたので、お

返しします。

新川　　尚／兵藤さん、卓話楽しみです。

■職業卓話　　　　　　　　　　兵藤　哲夫

○私が獣医を目指した訳

　私は子供の頃、吃音（どもり）でありました。

小学校、中学は大変悩みました。中学の頃、

お金を貯めて吃音の矯正学校に通ったことが

あるくらいです。人前で話すことや朗読する



– 4 –

ことなど出来ないものでした。

　心が傷ついて、家に帰ると一匹の犬はいて、

いつも慰めてくれました。動物だけが信じら

れるものでした。

　この最良の友、トムという名前の犬は、５

才という若さで病気で死んでしまいました。

私はショックでした。今で云うペットロスに

かかってしまいました。こんな体験から、私は、

動物に係わる仕事をしょうと決心いたしまし

た。こんなことが、獣医師を目指す動機にな

りました。

○獣医大学の受験

　私は、静岡県袋井市で生まれ育ちました。

隣町掛川市にある県立掛川高校に入学しまし

た。

　私は、３人兄弟の一番下で、兄から７つも

年が離れていました。私の父は、地元の農業

協同組合の会計課に務め、安い給料のようで

した。定年を向かえる頃、私の大学進学です。

父は反対はしませんでしたが、賛成もありま

せんでした。

　その時、姉が静岡県の職員であり、職場に

獣医師がたくさんいて、私を獣医大学の進学

に協力して下さいました。

　そして、高校の推薦状も貰うことが出来ま

した。理由は高校の３年間生物部に入り、多

くの動物の飼育を一手に引き受けていました。

高校ではネズミの飼育の兵藤といえば有名人

でした。先生方もこの評判を聞いていたのか、

僕が獣医学校に進学することを歓迎してくれ

ました。こんな環境から、受験は比較的楽な

ものでした。

○大学での４年間

　兄が、関東学院の土木科の大学院生でした。

僕の下宿に一緒に暮らせるからと父を説得し、

大学進学に OK が出ました。

　金沢八景から相模原の渕野辺まで通学した

ものです。馬術部に入り、馬の飼育と乗馬の

練習が、365 日休むことなく続きました。

　３年で主将に選ばれ、神奈川県を代表して

熊本の国体や、岡山県での全日本など出場す

ることになりました。そんなこともあって、

馬術部の部屋に寝泊まりが始まります。４年

次では、彼女もでき、彼女の部屋で暮らしが

始まります。その彼女が 25 年連れ添った一番

目の妻でした。無事卒業することになります。

○卒業してからの一年間

　卒業式が昭和 37 年３月 20 日、結婚式が３

月 21 日、両親は反対はしませんでしたが、出

席はありませんでした。参列者は友人と私た

ちを含めて９人でありました。

　就職先は、静岡県衛生部でした。姉夫婦の

口利きでした。検査室に週２日、残りは狂犬

病予防員と食品監査員でした。ところが、折

角入れて頂いた県職をわずか３ヶ月で辞めて

上京してしまいます。学生時代出入りしてい

た東京競馬場を訪ねて、騎手（ジョッキー）に

なりたくて厩舎のオーナーを訪ね迫ったので

すが、折角大学を卒業して、獣医さんになっ

たのだから、危険な馬乗りなど止めなさいと

説得にあい断念。その後、横浜の菊名の先輩

を訪ね、ペットの病院に就職。修業に務め９ヶ

月でそこを事実上クビになり、独立を計るこ

とになります。

○ここからは卓話でお話した通りです。

　開業してから 50 年、当地で過ごさせていた

だきました。ロータリークラブも私が 33 才で

入会させて頂きました。３年間過ぎた頃、５

人の子供の学校から、PTA の役員の声がかか

り、ロータリークラブを退会することになり

ました。そして２回目の入会が 39 才の時でし

た。４年間クラブのメンバーでしたが、その

時横浜市獣医師会の常務理事に抜擢され、２

回目の退会です。

　そして、56 才で３回目のクラブ入会。今私

は 73 才。３回目の入会から 17 年間続いてい

ることになります。

　１回目から３回目を通じて、出席率は

100％です。健康で過ごした 50 年、感謝して

おります。来年もよろしくお願いいたします。

　 

    ■次週の卓話　　
　　1/2　休会
　　1/9　賀詞交換会　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　週報担当　川瀬恵津子


