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☆歌唱 「それでこそロータリー」     ☆会長挨拶 ５０年を振り返る ― 1973 年 

☆幹事報告         ☆委員会報告 （親睦） 

☆卓話：下里洋一君「昨今の犬猫事情 他」 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 51 代会長 河本啓伸 
第 51 代幹事 横山宏実 

1960   8  10 

2010 年 12 月 16 日（木） 第２４６７回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 23 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

地域を育み、大陸をつなぐ 

創立５０周年を祝おう 2010～2011 年度 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊”新会員の集い“―会員相互の親睦と意見交換の会 登

録の依頼 

 ・2011 ２/１０(木)～１１（祝）（１泊２日） ・ニューウェルシテ

ィ湯河原 ・会費：5,000 円 ・締切：１/１４(金) 

＊国際ロータリー表彰プログラムの案内 １）「意義ある業績

賞」 ２）「ＲＩ会長賞」 

＊国際ﾛｰﾀﾘｰ・ﾛｰﾀﾘｰ財団 2012－2013 年度国際親善奨

学生・2012－2014 年度ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰ募集に伴う依頼 

・クラブ〆切：2011 3/31(木) ・地区への申込み締切：

4/15(金)  

・添付書類（クラブにおける諸注意 ・募集要項 ・推薦

書 ・申請書 ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ） 

＊雑誌月間の卓話について（問合せ） 

＊「松宮 剛ＲＩ理事ノミニーお祝いの会」開催の件 

 ・2011 １/１１(火)18：00～20：00 ・グランドホテル湘南 ・

会費：10,000 円 ・〆切：１２/２４(金) 

◇米山記念奨学会より ハイライトよねやま 130 

◇ｔｈｅ ｒｏｔａｒｉａｎ  
◎例会変更    

☆藤沢北      １２/３１(金) 休会（クラブ定款により） 

        2011 １/１４(金) 休会（クラブ定款により） 

            １/２８(金) １７:３０点鐘 横浜 レストラン

「アルテリーベ」 会費：未定（移動例会） 

☆藤沢南  2011 １/３(月)  休会（クラブ定款により）  

１/１０(月)  休会（祝日のため） 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第 14 代会長：三橋常吉 幹事：

小室硬一 会員数：５３名 年間出席率：99.69％  スマイル：

1,290,800 円＜ＲＩ＞ウィリアム  Ｃ .カーター William 
C.Carter （米国・バタシーＲＣ）ａ Time for Action 今こ

そ行動のとき＜国内での出来事＞【社会的出来事】第一次石油

ショック（トイレットペーパーなどの石油製品買占めが巷でも

起こる）、日航機ハイジャック事件、大洋デパート火災【新商

品】ごきぶりホイホイ【流行語】ちょっとだけよ、省エネ【新

連載まんが】愛と誠、エースをねらえ、ブラックジャック、あ

ぶさん、はだしのゲン【ヒット曲】心の旅、草原の輝き、とし

ごろ、天使も夢見る、危険なふたり、赤い風船、私の彼は左き

き、狙い撃ち、心もよう、てんとう虫のサンバ、ジョニーへの

伝言、恋する夏の日、神田川、母に捧げるバラード、赤とんぼ

の唄 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1973 年～ 

１/３１(月) １８:３０点鐘 さいか屋８Ｆ「煌

蘭」（夜間移動例会） 

◎会報着 大磯・茅ヶ崎湘南 

◎持ち回り理事会報告 

 佐々木幸雄会員が一身上の理由で１２月末を以て退会した

いとの旨、申し出があったのを承認。 

1973 年当時ヒットした楽曲のレコードジャケット。当時の少

年少女たちは胸躍らせて、少ないお小遣いの中からこうしたレ

コードを購入したものでした。 



 
 
◎出席報告  和田幸男会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
１２／１６ ２４６７ ３５ ３０ ２０ ５  ８３．３３％  

１２／２ ２４６５ ３５ ３４ ３０ ０＋１ ３ ８８．２４％ ９１．１８％ 

 
◎スマイル報告 杉本行廣会員 

下里洋一君 年内最後の通常例会です。そして私の卓話

です。No と言えない私です。よろしく。 
田中賢三君 新しき明日の来るを信ずといふ自分の言葉

にうそはなけれど［啄木］ 本年もお世話になりました。

下里さん卓話楽しみです。 
伊藤留治君 下里洋ちゃん、卓話頑張って！！ 
山本幸一君 下里さん卓話楽しみです。来週の家族例会、

出席できませんので、今日が今年最後の例会となります。

少し早いですが、今年一年お世話になりました。来年も

よろしくお願いします。 
出口敬純君 下里さん卓話楽しみです。 
古性武志君 下里さん卓話楽しみに聴かせて頂きます。

また、今日１２月１６日、横浜銀行は創立９０周年を迎

えることが出来ました。これもひとえに地域の皆様のお

蔭です。ありがとうございます。 
平井 茂君 クリスマス家族会を除くと、今年最後の例

会ですネ。悪い風邪が流行しているようですので気をつ

けましょう。 
河本啓伸君＆横山宏実君 訪台チームにやや遅れて明後

日早朝、台北に向かいます。下里副会長、本日は素敵な

卓話を期待していますネ！ 
菅野 清君 寒さ厳しい折、皆様風邪を引かないように

気をつけましょう。 
粂 仁夫君 下里洋一君、卓話楽しみです。 
大森久巳男君 下里洋一様、卓話楽しみです。 
斉藤信夫君 下里さん、卓話楽しみです。 
和田幸男君 下里さん、卓話よろしくお願いします。 
杉本行廣君 訪台メンバーの旅の安全を祈念して。下里

くん、お役目ご苦労様です。スマイル、来年もどうぞよ

ろしく。 
［本日 15 件、23,000 円です］ 

【卓話概要】 

 本来ならゲストを呼んで卓話してもらうところです

が、今回は台湾に何人かの人が行かれているところです

し、会長・幹事ともに欠席の例会でお客さんを呼ぶのは

失礼かと思い、私が自分でやることにしました。あまり

期待されると困りますが．．． 
 湘南動物愛護会の「ぬくもり」という会報をお持ちし

ました。私は今、湘南動物愛護病院という女房がオーナ

ーでやっています病院の雑用係としていろいろとやって

おります。その中で、ノラ猫の捕獲というものもありま

す。多い時期には週３～４回ほど出掛けたりもしていま

す。なるべくロータリーの例会の日は避けるようにはし

ていますが。 
 １０年ほど前、私は神奈川県の動物愛護協会の会長職

に就いていました。そこでは飼いきれなくなった人たち

が次々預けていくので、かなり多くの犬や猫を収容して

いて、引き取り手のない犬・猫は安楽死させざるを得な

い状況でした。私は安楽死をさせないという前提で、捨

てられる犬猫を減らすという方向に転換していきまし

た。そのこともあり、当時は私や女房がボランティアで

ノラ猫を捕獲して、避妊・去勢手術をしてくれる獣医師

の人たちにお願いしていたのでした。 
 ところが、不景気でうちのマンションの１階にあった

寿司屋が出ていくことになって、空きが出来たので、女

房が動物病院を始めることになり、それまでやっていた

こともボランティアとは言えなくなると考え、会長職を

辞しました。現在うちの病院では去勢・避妊手術はオス

猫５千円、メス猫８千円というのはひじょうに安い値段

でやっているのですが、捕獲したノラ猫に手術をするこ

ともあって「商売でやっているんだろう」とシビアに言

われたりすることもあります。 
 湘南動物愛護会の活動としては、犬・猫のもらい手探

しもしています。春秋の市民祭りなどで猫の里親探しを

したり、鎌倉の手広にあるペットショップでも毎月猫の

もらい手探しをして、かなりの猫を引き取ってもらえる

ようになりました。以前は江ノ島でノラ猫が増えすぎて、

それを捕まえて去勢・避妊手術をしたり、茅ヶ崎でボー

ガンに撃たれた矢猫が見つかった時には、こちらからマ

スコミに連絡して放映されることもありました。 
 今、捨て犬は少なくなりました。やはり飼い主が自覚

して、避妊手術をさせたり、生まれてしまったら飼い主

が自ら引き取り手を探したりするようになったのだと思

います。そういうこともあって、今は仔犬はペットショ

ップに行かなければ手に入れられない状態になっていま

す。ただ、猫はまだまだですので、啓蒙活動を続けて行

かなければならないかと思います。 卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です 

卓話：下里洋一君 

「昨今の犬猫事情 他」 

＝卓話者プロフィール＝ 
しもざとよういち  
1943 年 11 月 18 日生まれ 
動物病院 （有）アニマルプロテ

クション 取締役 
1989 年入会  2006-07 年度会長 


