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吾会員が伺う予定です。よろしくお願い致し

ます。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜あざみロータリークラブ

日時　１月 24 日㈬移動例会　点鐘　12 時

場所　横浜市立すすき野中学校会議室

　　　職業を語る会

日時　１月 31 日㈬移動例会　点鐘　12 時

場所　横浜市立あざみ野中学校図書室

　　　職業を語る会

日時　２月７日㈬移動例会　点鐘　12 時

場所　横浜市立奈良中学校

　　　職業を語る会

○神奈川ロータリークラブ

日時　１月 22 日㈪夜間例会

　　　点鐘　午後６時 30 分

　　　神奈川、神奈川東 RC 合同賀詞交歓会

日時　２月 12 日㈪休会

○大和ロータリークラブ

日時　１月 16 日㈫夜間例会

日時　２月 13 日㈫休会

２）会費納入のお願い

　2017-18 年度半期分 1 月～ 6 月クラブ会費

を 1 月末までに納入下さい。宜しくお願いし

ます。

■司　　会　ＳＡＡ　五十嵐　正

■開会点鐘　会　長　滝澤　　亮

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

■出席報告

■本日の欠席者
北澤、須藤

■他クラブ出席者
新川、滝澤、増田（地区）、北澤 (岩沼 RC)

■会長報告
　先週のクリスマス例会には、例年を上回る

82 名のご出席を頂き、誠に有難うございまし

た。早いもので、本年最後の例会となります。

　先週の日曜日には第 50 回インターアクト年

次大会が桐光学園にて開催されました。宋さ

ん有難うございました。

　本年も残すところわずかになって参りまし

た。皆様、健康に気をつけてお過ごしください。

　地区からはガバナーノミニーの推薦依頼が

きております。又、ローターアクト年次大会

のご案内が届いておりますので、ご出席希望

の方は、事務局までお知らせください。

　本日は岩沼 RC に北澤会員がサンタさんとし

て伺っております。明日は増田会員、佐藤真

本日の出席数        26 名

本日の出席率    92.86％ 修正出席率          100％

会員数　 　 　    32 名

２０１７年１２月２０日 第２３１９回例会　VOL. ４９　No. ２４

2017-18年度 RI会長／イアン H.S.ライズリー　RI.D2590ガバナー／湯川　孝則　横浜旭RC会長／滝  澤　  亮

横浜旭ロータリークラブ

旭区民まつりにて熊本みかん販売 熊本自転車支援 ガールスカウトとクリーン作戦

事務所

例会場

例会日

「ロータリー：変化をもたらす」  Rotary : Making a Difference  

横浜市旭区二俣川1-37-3 NUTS1階／〒241-0821
TEL.045-465-6702／FAX.045-465-6712
http://yokohamaasahirc.cho88.com
Emai l :asahirc@titan.ocn.ne.jp
横浜市旭区二俣川1-45-30工藤ビル
（㈱岡田屋３階会議室）
毎週水曜日／12時30分～１時30分　　  



　→金額と案件次第

・他のロータリークラブとの合同はどうか ?

　→他クラブの予算、意向を確認する必要

・具体的に形が整っていないので、今後 50 周

　年記念事業の会合に参加して貰えるのか→

　喜んで参加しますとのことです。

　今後進展があり次第ご報告いたします。

■青少年奉仕委員会　　　　　　新川　　尚

　地区よりローターアクト年次大会のお知ら

せが届いております。

日時　１月 28 日㈰午後１時～

場所　新横浜国際ホテル

登録料 :本大会　3,000 円

        懇親会　4,000 円

　メインプログラムはパストガバナー大野清

一氏と横浜港北 RC 桑原薫氏による ｢ ロータ

リーの精神 ｣ についてのパネルディスカッ

ションとなっております。

　参加ご希望の方は 1/10 ㈬の例会時までに事

務局にご連絡ください。

■親睦委員会　　　　　　　  　　　委員一同

　12 月 16 日のクリスマス家族親睦会には　

会員・家族の皆様をはじめ多数の参加を頂き、

大変楽しく親睦会を開催することが出来まし

た。至らぬ所も多々あったかと思いますが、　

寛容の心でお許しを頂きたく思います。

　皆様のご参加ありがとうございました。

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

滝澤　　亮／①クリスマス例会、後藤委員長

ご苦労様でした。②太田勝典会員、卓話よろ

しくお願いします。

田川　富男／①親睦委員会の皆様、クリスマ

ス例会及び家族会の準備進行とご苦労様でし

た。②太田さん、卓話宜しくお願い致します。

太田　勝典／今日はつたない卓話をさせてい

ただきます。

二宮麻理子／母に誕生日のお花をいただきま

した。又、クリスマス会にてランチペア招待

券をいただきまして、有難うございました。

吉原　則光／①滝澤会長さん、ご退院おめで

とうございます。②本日の卓話、太田さん、

楽しいお話しを期待しています。本年最後の

卓話で有終の美を飾ってください。
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■ 2590 地区みなとみらい

チャリティーマラソン大会ご案内　　　　　
■ 50 周年準備委員会　　            　安藤　公一

　12 月 19 日㈫ 15 時より旭区区政推進課を訪

問し、旭区政 50 周年に関するイベント等につ

いて押見課長等と話し合いました。

　2019 年 10 月 13 日に ｢ 旭ふれあい区民まつ

り ｣ を計画しているが、その前日または当日

｢ 区政 50 周年記念式典 ｣ を考えている。場所

は未定。

　ロータリークラブに協力頂けるかたちとな

ると 50 周年記念モニュメント ( 詳細は未定 )

という形が良いと考えている。

　例えばズーラシア手前のフラワーガーデン

を開催した場所に時計とか、( 時計について

は大きさ・高さ・形等、いろいろと横浜市側

の注文が多くて、調整が大変だったと聞いて

います。:青木 )

・維持管理費が発生しにくい物件が望ましい

・他の団体、例えばライオンズクラブとの協

　働でもかまわないのか
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安藤　公一／①クリスマス会楽しかったで

す。親睦委員の皆様お疲れ様でした。② 12/7

旭 RC ゴルフコンペにご参加いただきました皆

様、有難うございました。③太田さん、卓話

宜しくお願いします。④本年はいろいろとお

世話になりありがとうございました。来年も

宜しくお願い致します。皆様、良いお年をお

迎え下さい。

関口　友宏／クリスマス会では、後藤委員長

始め親睦委員の皆さん、お疲れ様でした。又、

次男夫婦には宿泊付きペアディナー券が当た

り、大喜びでした。

岡田　清七／①後藤会員、先日のクリスマス

会、楽しませていただきました。②太田会員、

本日の卓話楽しみに聞かせていただきます。

兵藤　哲夫／①太田さん、卓話楽しみです。

②皆様良いお年をお迎え下さい。

佐藤　利明／① X'mas パーティー楽しい一時

でした。②太田勝典さん、卓話楽しみにして

います。③太田幸治さん、カレンダーありが

とうございます。

内田　　敏／太田さん、本日の卓話楽しみに

しています。

青木　邦弘／①太田さん、卓話楽しみです。

②いよいよ有馬記念です。今年は 1-4 だと思

います。

齋藤　善孝／太田さん、本日の卓話楽しみで

す。

後藤　英則／①太田さん、本日の卓話よろし

く。楽し味です。②クリスマス家族親睦会に

多数の皆様のご参加を頂きありがとうござい

ました。

五十嵐　正／①後藤さん、クリスマス会では

大変お世話になりました。楽しかったです。

②太田勝典会員の卓話、楽しみにしておりま

す。

大川　伸一／太田勝典さま、本日の卓話をよ

ろしくお願いします。

目黒　恵一／①太田さん、卓話よろしくお願

いします。②クリスマスパーティーでは後藤

会員、須藤さん、五十嵐さんの奥様、大変お

疲れ様でした。

新川　　尚／①太田さん、卓話楽しみです。

②チャリティーコンサートへの協賛宜しくお

願いします。

市川　慎二／①太田勝典さん、卓話楽しみで

す。②クリスマス会とても楽しかったです。

親睦委員会の皆様、有難うございました。

福村　　正／①クリスマス会ではお世話にな

りました。②来る１月７日はチャリティーコ

ンサートが開催されます。宜しくお願いしま

す。沈さん、出演します。応援よろしく！

佐藤　真吾／①先日のクリスマス家族親睦会

では、親睦委員会の皆様、有難うございまし

た。沈さんの歌、五十嵐さんの奥様のピアノ、

須藤さんのマジック、とても楽しかったです。

②太田勝典さん、卓話宜しくお願いします。

■ペットと私　　　　　　　　　太田　勝典

　今日は職業卓話となっております。私は５

年前に体調を崩し、仕事は第一線から退きま

した。現在は年金生活者です。最近のペット

業界の話をさせていただきますが、しばらく

現場から離れておりますので、情報が少し古

いかも知れませんが、お許しください。

　私が旭 RC に入会したのは平成元年ですの

で、早いもので、来年で 30 年になります。当

会でも７番目の古会員となりました。今日は

イニシエーションも含めて話をさせていただ

きます。

　私は昭和 17 年生まれ、現在 75 歳です。生

まれは大船です。父は私が生まれて間もなく

戦死したそうです。私が４歳の時、母は私を

連れて再婚し、現在の本宿に嫁いで来ました。

母は倉本の姓に変わりましたが、私は太田の

ままでした。戦後の混乱期でもあり、貧しい

農家でしたので、古い習慣も残っており、よ
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そ者の私には、幼い頃の楽しかった思い出は、

ほとんどありません。私の暗い性格は、この

頃身についてしまったようです。幼児教育の

大切さを身に染みて体験しております。

　小学校は二俣川小学校でした。栄養失調ぎ

みで月に一度は扁桃腺がはれて高熱を出し、

学校も休みがちで、出席率も 70％くらいで、

ひ弱な少年でした。小学校４年生からは、家

計を助けるために、新聞配達を始めました。

一部配達していくらの報酬です。先輩は人口

の多い地域が担当です。私の担当地域は二俣

川でも一番人口の少なかった下今川、上今川

町です。二宮会員宅も私の担当でした。山林、

竹やぶ、畑に囲まれた山坂の多い砂利道が、

今でも記憶に残っています。

　中学は鶴ヶ峰中学でした。新聞配達より稼

げる牛乳配達に変わりましたが、相変わらず

新人は人口の少ない地域です。現在の三反田、

市沢ですが、ほとんど畑でした。このアルバ

イトのお陰で体力には自信がつき、学年毎の

マラソン大会では、男子 180 名中 10 位内に入

賞できるようになりました。中学ではテニス

部に入りましたが、運の悪いことにテニス部

長は当クラブ会員の佐藤利明さんでした。厳

しいシゴキにあい、今思うとあれはイジメで

す。イジメは一般に、加害者の記憶には残っ

ていないそうですが、被害者はしっかり覚え

ています。現在、昔の仇をマージャンで返そ

うと励んでいますが、思うようにはならず、

返り討ちにあっています。

　中学を卒業すると進学せずに日産自動車に

入社しました。当時は養成工という制度があ

り、午前中は社内で机に向かって勉強し、午

後は職場での実習です。学校は２年間でした

が、その後も特別に３年間給料をもらいなが

ら勉強させていただきました。現在の私があ

るのは、あの時の教育のお陰と、日産自動車

には深く感謝しております。日産の学校と並

行して平沼高校の通信制に入学しました。通

信制とは、月に一回日曜日に学校へ通い、あ

とは自宅で独習し、レポートを提出して授業

を進めていきます。５年かかりましたが、何

とか卒業できました。日産での仕事は、自動

車を大量生産するための機械を作る部署での

検査工でした。偶然ですが、当会員だった吉

野さんの会社である横浜機型で作った木型を、

私が検査していました。不思議な因縁です。

　25 歳の時に現在の妻と職場結婚で一緒にな

り、27 歳の時、12 年間勤めた日産を退社しま

した。学歴社会の大企業の中では、中学卒業

では将来に希望を持てないという不安もあり

ました。サラリーマンより商売をしたいと思っ

ていましたが、現実はそんなに甘いものでは

ありません。その後３年くらいは何をやって

もうまくいかず、日産を退社したことを後悔

もしました。私が厳しい生活をしていること

を、風の便りに聞いたのでしょう、日産の同

期の友人二人が 80 万円ずつ用立てをしてくれ

ました。48 年前の 80 万円は大変な金額です。

ありがたく使わせていただきました。二俣川

駅の近くに奥行き２間×間口３間の小さな貸

店舗を借り、ペット屋を始めました。当時は

小鳥、金魚、犬、昆虫など、小さな店でなん

でも扱いましたが、開店してもお客さんはな

かなか来てくれません。東急ニュータウンへ、

ドッグフードや犬の首輪を持って訪問販売を

して、お客さんを増やしました。私より妻の

方が商売は上手でした。折よく、ペットブー

ムの時流に乗ることが出来たこと、日産の友

の温かい援助が重なったことで、商売を続け

てくることが出来ました。二人の友とは現在

も交流が続いており、最近では秋の上高地に

夫婦連れで旅行をしました。「お前の会社の株

主は俺達だから」と言われ今でも頭があがり

ません。

　私が 46 歳の時、旭 RC への入会を勧めてく

れたのは、協進不動産の社長だった土谷弓彦

氏です。週一度昼食を食べに来ればいいとの

事でした。当時から週二度、車で名古屋へ仕

入に通っており、私には時間的な余裕もあり

ませんでしたので、続けられるか心配でした。

彼は私と同じ年齢でしたが、ゴルフとカラオ

ケが上手で、男前で気風も良く、多くの人に

好かれており、私などは足元にも及びません

でしたので、彼に逆らうことが出来ず入会し

ましたが、早いもので、RC に入会して来年 30
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年になります。ペット業界の仕事を引き受け

る７年前までは、22 年間、皆出席を続けるこ

とができました。RC に入る前は、友人のほと

んどが同業者でしたが、私は意志が弱い為、

すぐに染まってしまいます。決して誇れる人

生を歩んではいませんでした。妻は、私が RC

に入会して良かったと言ってくれています。

RC で良き友が出来たこと、RC は一生涯勉強と

いうことで、私の職業観も変わっていったよ

うです。

　15 年程前になりますが、私の会社のテナン

トとしてお世話になっている、港北区のヨネ

ヤマプランテイションの社長の息子と、当社

の社員の結婚式がありました。新郎側主賓と

して、衆議院議員だった鈴木恒夫氏が出席し

ており、議員は当時、自民党の動物愛護部会

の委員長でした。その席で議員から、「日本で

はペット屋の全国組織がないため、ペット業

界の意見を聞くことが出来ない。業界レベル

の向上の為にも全国組織を作ったらどうか ?

担当の環境省にも協力させるから」と促され

ました。私も時代の流れから、業界の全国組

織の必要性を感じておりました。環境省から

も「会員が 20 人でも 30 人でもいい、早く全

国組織を作って欲しい」との要望がありまし

た。当時から私は、名古屋のペットの市場に

通っており、全国で市場が 10 カ所くらいあり

ましたので、市場単位でまとまれば、全国的

な組織作りは可能であると考え、同じ思いの

仲間と一緒に全国を行脚しました。動物愛護

法改正で、ペット業界が厳しくなる事が予想

された時期でしたので、業界内の危機感から

トントン拍子に話が進み、1 年後の平成 12 年

には、会員 3,000 名で「社団法人全国ペット

協会」を発足することができました。ペット

業界の全国の組織化に、私が夢中になれたの

は、RC の職業奉仕、仕事を通して社会に貢献

する、ペット業界のレベルを上げることが、

私の務めとの思いがあったからのようです。

言い出しっぺでもありましたので、発足時か

ら会の専務として専念するようになりました。

私達の業界は、残念ながらレベルが低い方で

したので、皆さん人前で話す事には慣れてい

ません。RC で勉強させて頂いた結果もあり、

会の広報関係の仕事を受けるようになりまし

た。

　ペットは現在大事な家族の一員として、社

会の中で大きな役割を担っています。日本の

飼い犬と飼い猫の数は、現在 900 万頭ずつと

言われ、４軒に１軒の割合で犬や猫が飼われ

ており、日本の 15 歳以下の子供の人口より

犬猫の数が上回っています。核家族化、少子

高齢化、社会的ストレスの増加等により、癒

しや情操を求めてペットの存在価値は年々高

まっておりますが、それを扱う私達ペット業

者が、その早い変化の流れに対応できていな

いのが現状です。業界レベルの向上が急務で

あり、これを乗り越えなければ私達の業界は

生き残れないでしょう。動物愛護法改正の準

備が進む中で、私は平成 17 年より、環境省、

中央環境審議会委員に業界団体の代表として

指名されました。委員は 11 名で構成されてお

り、学識経験者、愛護団体、地方行政代表等

です。当会の兵藤会員が、愛護団体代表の一

人として参加されていましたので一安心でし

た。本来この委員会には、業界団体代表は参

加すべきでない、業界のエゴを主張されては

公平な議論はできないとのことで、各省にあ

る委員会には、業界代表は外されているそう

です。環境省は、ペット業界の現場の現状が

分からないとの事で、私を委員に入れたそう

です。委員会は、2 カ月に一度のハイペース

で５年間続きました。諮問機関でありながら、

これほど盛り上がった委員会は、今までなかっ

たそうで、傍聴席はいつも満席でした。

　政権が、自民党から民主党に移行した時期

とも重なり、時には政治の裏側を見ること多々

もありました。政権交代により、社会党左派

の愛護団体との意見の対立、パブリックコメ

ントでは、私達の業界と愛護団体双方が５万

通を超える数を集めて、当時のマスコミを賑

わしました。重要な法改正でも、１万通を超

えることは今までなかったそうです。議員会

館には法改正直前には年間 50 回程通い、陳

情、ヒヤリングで多くの先生とも面談しまし

た。平成 24 年 12 月、民主党が倒れる直前に



は法律は改正され、私達業界も厳しい義務が

課せられましたが、多くの関係者から実りの

ある法改正だった、ペットにも飼い主にもプ

ラスになるだろうとのご意見をいただき、胸

をなでおろしました。７年間、委員会で勉強

させて頂き、厳しい中にも実りある体験でし

た。これも RC のお陰と感謝しております。そ

の後一カ月もしない間に体調を壊してしまい

ました。法改正も済み、ホッとして力が抜け

てしまった事もあったようです。

　５年前の事ですが、２階の階段を上がった

だけで呼吸が苦しくなり、酸素不足でこのま

ま死んでしまうのではないかという程の、体

調の悪い状態でした。もともと喘息の持病が

あり、肺気腫と診断されました。この病気は

悪くはなっても良くはならない、３年後には

酸素ボンベが必要になるとのことでした。法

律改正も一段落し、これを機に業界の会長職

も引退しました。会社は長男に任せ、現在の

役職は、何もしない監査です。あれから５年

が過ぎましたが、幸い今でも酸素ボンベのお

世話にはなっておりません。最近早く目が覚

めてしまいます。３時頃起きて散歩を始めま

したが、友達にこの話をしたところ、それは

散歩ではなく、徘徊だと言われ、徘徊とはこ

ういうことかと認識しました。

　ゴルフの友人に、早く目が覚めるならゴル

フに行く前に、24 時間営業の練習場へ来ない

かと誘われ、練習場からゴルフ場に直行して

います。ここで新たな世界を発見しました。

この早い時間にもかかわらず 30 名くらいの人

が集まっています。サラリーマン風の出勤前

の若者や、飲み屋さんのお姉さんが閉店後に

お客さんと一緒に来ていたり、千葉方面のゴ

ルファーが相乗りで行く前に練習、私と同じ

高齢者も３割くらい来ており、練習か、散歩か、

徘徊か、区別がつきませんが、球を打つよりも、

ほとんど座りっぱなしで眺めていたり、様々

です。スタート前に 100 球も打つと疲れてし

まい、近頃のスコアーは以前より悪くなりま

したが、これが私の最近の日課です。　

　とりとめのない話となりましたが、ロータ

リーに入会させて頂いたことに感謝し、私の

卓話とさせて頂きます。

■次週の卓話　 1/17 ㈬　クラブ協議会　　

　　　　　　　  　　 週報担当　本山　雄三
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日　　時 平成２９年12月６日(水) 出席

13時30分より

場　　所 例会場

欠席

報告事項 １） 次年度2018-19年度 理事決定について

平成29年12/6㈬開催の 横浜旭RC年次総会において

９名の次年度理事の承認

市川　慎二 滝澤　　亮 佐藤　真吾 安東公一

田川　富男 後藤　英則 目黒　恵一 大川　伸一

五十嵐　正

審議事項 1) 役員選任について

会長 市川　慎二

幹事 安藤　公一

会長エレクト 佐藤　真吾

副会長 田川　富男

会計 五十嵐　正

SAA 後藤　英則

２） 五大奉仕委員長の選任について

クラブ奉仕委員長 田川　富男

職業奉仕委員長 大川　伸一

社会奉仕委員長 目黒　恵一

青少年奉仕委員長 青木　邦弘

国際奉仕委員長 二宮麻理子

３） クラブ協議会開催回数について

次年度 年間５回 そのうち一回 ガバナー補佐訪問時

　例会時間内 全員参加 又、必要が生じた場合別途開催

第一回 地区協議会終了後

第二回 ６月中旬

第三回 ガバナー補佐 訪問時

第四回 １月中旬

第五回 ５月

2018～2019年度　第１回　理事役員会　議事録
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平 成 2 9 年 度 1 1 月 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

％

％

％

11日

％
97.5

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　正

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

目  黒  恵  一

本　山　雄　三

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

太　田　勝　典

太　田　幸　治

26
23

１日

26
26 100

24
19 79.17

24
21 87.5

 80

100

100

80

 100

100

100

80

80

100

100

100

80

80

100

100

100

100

                  　　　　       100

20

0

0

0

0

0

0

20

20

0

33

0

0

0

40

0

0

0

0

 100

100

 100

80

 100

 100

 100

 100

 100

100

100

100

80

80

140

100

100

100

100

100

60

60

100

100

40

100

60

100

0

40

40

0

0

60

0

40

20

0

100

100

100

100

100

100

100

100

120

100

大　川　伸　一

齋　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

宋                    謹      衣

須　藤　　亘

田　川　富　男

滝　澤　　　亮

内　田　　　敏

矢　田　昭　一

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－ －出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

％

％

27
25 92.59

27
27 100

15日

－出席規定免除－

   

  

22日

％

％

27
24 88.89

27
27 100

－出席規定免除－

88.46

29日

％

％

26
24 92.31

26
26 100


