第２４回例会記録（通算第 2714 回）
平成 29（2017）年２月６日
本日の卓話 德田竜之介様（熊本西RC）「動物を通して見える獣医師としての社会貢献」より

斉唱 国家 君が代

1.今日の歌

ロータリーソング 「われらの生業」

2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告
4.外部卓話 麻生田栄壽様
（熊本西 RC）

来訪者紹介
德田竜之介様（熊本西 RC）

２/２５ 会長エレクト研修セミナー（PETS）
＠くまもと県民交流館パレア
３/４ 米山奨学生修了式・歓送式
＠ニュースカイホテル
３/１８ 管理運営・広報合同セミナー
＠あすぱる富合
３/２４-２５ RI 第 2720 地区 地区大会
＠ホルトホール大分

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話者は熊本西 RC 德

いくところにあります。例会出席によって形成された

田竜之介会員にお越しいただきました。皆さまもご

奉仕の心はロータリアン個人がそれぞれの家庭、地域

存知のことと思いますが、
「情熱大陸」に熊本より初

社会、国際社会で実践に移すことになります。1910年

めてご出演されました。卓話を楽しみにしておりま

代に入って、このようなクラブとしての実践を伴わな

す。後ほどよろしくお願いいたします。

いロータリーの理念に飽き足らず、クラブとしての金

予想されたとおり、アメリカ トランプ大統領をめ

銭的奉仕や身体的奉仕の実践をも積極的にするべきで

ぐる混乱は、アメリカだけにとどまらず世界中を巻

あるという動きが顕著になってきました。実践派の先

き込んだ騒動になりつつあります。また、昨日行わ

頭に立ったのは身体障害児の保護、教育に貢献してき

れた自民党東京都連の戦いである千代田区長選は、

たエドガー・アレンでした。彼は、1918年、オハイオ

小池百合子都知事が推薦する現職の石川雅己氏（無

州エリリアロータリークラブに入会し、ロータリーは

所属）が大差で当選しました。

一丸となってこの事業にあたるべきであると主張し

さて本日は、決議23-34（社会奉仕に関する1923年

て、1922年のロサンゼルス大会に身体障害児救済事業

の声明。ロータリーの社会奉仕活動に対する基本的

に関する決議案をトレード、クリーブランド各クラブ

考え方）の経緯についてご紹介いたします。

との共同提案として提出しました。理事会はこれを受

ロータリー活動の基本は優秀な職業人であるロー

けて、この事業を奨励する決議22-17を採択したので

タリアンが毎週一回例会に出席してロータリーの哲

す。これに力を得た実践派の動きはますます活発にな

学である奉仕の心を学び、それを通して親睦を深め、

り、
「ロータリー創立の理念を守るべき」というシェル

それによってさらに、奉仕の心を深め、充実させて

ドンを中心とする理念派との対立が深まり、ロータリ
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ーは分裂の危機に瀕します。議論の中心は多額の金銭的

2017-18（次年度）RI 第2720地区 委嘱状伝達式

支出を伴うクラブによる団体奉仕を、ロータリーの奉仕

RYLA 委員会 委員（三角雄介君）

として認めるか否かでしたが、個人奉仕と団体奉仕、さ
らには金銭的奉仕の是非にまで話が広がったというこ
とです。国際ロータリー理事会は、収拾がつかない状態
になることを回避するために、両派の考え方を調和させ
るとともに、従来からあるいろいろな奉仕の考え方や行
動を整理・調和させるための努力を繰り返します。最終
的には、1923年セントルイスの国際大会で、テネシー州
ナッシュビルロータリークラブのウイル R.メニア Jr.を

委員会報告

中心とする委員会によって起草・提案された決議23-34

●職業奉仕委員会（水野東洋君）

の採択によって、論争の終止符が打たれ、両派の対立は
解消しました。
臨時理事会報告（漆島典和君）
1.2017-18（次年度）地区委員について
⇒堀川貴史会員（地区研修委員会 委員）を承認。

皆さま、こんにちは。職業奉仕委員会よりご案内で
す。第2720地区 職業奉仕委員会では、2月19日（日）
ホルトホール大分にて 「きみも起業してみないか！

出席報告（木村仁治君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６３名

３５名

60.34％

７７.９７％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

～自分のつくった会社で社会の役にたつというしく
み～」と題し、
“女子高生社長経営を学ぶ”の著者 椎
木里佳氏の講演会が開催されます。ご興味がおありの
方は是非ご参加ください。よろしくお願いいたします。

欠席記録免除者 2名
●親睦活動委員会（古財良一君）

０名（会員数には含まれません）

［誕生祝］
山本

［結婚祝］

円君

2.1

阪田英治君

2.4

例会変更のお知らせ

藤見泰之君

2.1

塚本 侃君

2.7

○平成 RC～職場訪問のため日程場所変更

森本康文君

2.3

星野誠之君

2.10

[変更前] 2月22日（水）18：30～

杉田辰彦君

2.9

髙宮

宏君

2.10

平尾豊幸君

2.13

木村弘訓君

2.14

塚本 侃君

2.17

[変更後] 2月25日（土）10：00～
[場

所] 広安 愛児園

○りんどう RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 2月23日（木）19：00～

[場

所] 未定

○城東 RC～定款に基づき休会
[日

程] 2月27日（月）12：30～

幹事報告（北口 誠君）
1.2017-18（次年度）版 ロータリー手帳のご案内が届いてお
ります。購入希望の方は申込書に記入をお願いいたしま
す。
2.地区事務所より「2017-18RYLA 委員会 委員」の委嘱状
が届いております。（三角雄介会員）
3.例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係各
位はご参加をお願いいたします。
4.来週（2/13）例会は「定款に基づき休会」です。次回
は2/20（月）となります。ご注意ください。

2

●スマイルボックス（告坂和紀君）

竜之介動物病院では社会貢献として平成 16 年より野

○漆島典和君・渕田俊郎君・古財良一君・北口 誠君

良猫を対象とし不妊手術を実施。平成 27 年からは大々

三角雄介君

的に呼びかけを行い、年二回（2 月と 11 月）に TNR 活

本日の卓話者 德田様に心から感謝します。

動を行っています。

○田川憲生君・堀川貴史君

猫ちゃんは交尾排卵動物と言って、交尾することに

本日の卓話者 熊本西RCの德田さんのご来訪を歓迎し

よって排卵をするため、交尾すれば、ほぼ確実に妊娠

てスマイルいたします。卓話を楽しみにしております。

します。妊娠期間はわずか 2 ヶ月です。1 度の出産で

○永井富士雄君

4～6 匹の子を産みます。年に 2～3 回出産するので、

本日の卓話者 德田竜之介様に心から感謝します。竜

その数は、あっという間に増えます。更に、生まれた

之介動物病院には愛犬がいつもお世話になっていま

子猫も同じように、わずか 6 月程度で親になり、それ

す。昨日は診察の多さにびっくりしました。待ち時間

ぞれが出産をするのです。1 年間でワンペアの猫から

に皆さんの動物愛護に対する話を聞くことができま

20 匹…。このすべての子たちを皆さんは幸せにするこ

した。感謝申し上げます。我がグループの社会福祉法

とができますか。ＴＮＲを行う中で、「不妊手術なん

人「輝祥苑」が明日戸坂で落成式を迎えます。

てかわいそう。自然が一番だ」とおっしゃる方がいら

○山口 競君

っしゃいますが、猫はノミやダニ、シラミ 6 の媒介に

本日の卓話者 德田先生に心から感謝します。

なりますし、トキソプラズマなどの人に感染する病気

○寿崎 肇君

を持っています。猫に興味がある人もない人も、この

1月29日、大分で開催されましたR財団補助金管理セミ

活動を機に身近な猫ちゃんたちに興味を持ってほし

ナーに参加しました。塚本ガバナー補佐はじめ、今村

いと思います。

会員、原会員ご苦労さまでした。補助金の利用が極め

私はこの活動は、自分が持っている資格や仕事を生

て楽になりました。

かした究極の職業奉仕だと考えています。自分の職業

○告坂和紀君・園田修司君・藤見泰之君・坂本幸樹君
木村仁治君・雑賀庸泰君

を生かして、動物や人や社会が幸せになるのであれば

Ⅶ

これ以上に嬉しいことはありません。次回のＴＮＲ活

私事ではありますが、昨日の日曜、人生初のお見合い

動は 2 月 22 日～28 日です。

をしてきました。お相手は29歳の歯科衛生士さんで、

どうか皆さんもこの活動に興味を持って頂き、協力

とても可愛らしい子でした。親同士が意気投合してお

をお願いしたいと思います。

相手とはまったく話ができず、今後進展するかわかり
ませんが感謝のスマイルです。
●外部卓話（古財良一君）
「動物を通して見える獣医師としての社会貢献」
德田竜之介様（熊本西RC）

今日は私が職業奉仕として行っているＴＮＲ活動
について、お話させていただこうと思います。
まず、ＴＮＲとは何かということですが、「Ｔは
Trap・捕まえる、Ｎは Nuter・不妊手術、Ｎは Return・
もとに返す」という意味の言葉の頭文字を取ったもの
で、野良猫の繁殖抑制、個体の適正管理や飼主が見つ
からない猫について行う殺処分の減少につなげるた
めに行う活動です。熊本県内では、年間 1836 匹の猫
（飼主からの引き取りも含む）が殺処分されており、
その約 7 割が子猫です。動物の殺処分は動物愛護、社
会的コストの面で大きな社会問題となっているため、
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◆RIニュース（国際ロータリーHPより）

5％であり、会員の大半が60歳以上であることにも触

1月16日（月）、米国サンディエゴで開催中のロータリ

れ、若い世代の入会と参加を促す方法をクラブが模索

ー国際協議会で国際ロータリー会長エレクト、イアン

する重要性を訴えました。「若い会員の入会促進に真

H.S. ライズリー氏（オーストラリア、サンドリンガ

剣に取り組まなければ、10年後、20年後にロータリー

ム・ロータリークラブ所属）が講演し、持続可能な奉

がどうなっているかを想像してみてください」会長エ

仕というロータリーの目標にとって、環境保護と温暖

レクトはさらに、クラブが独自の決定に基づいて活動

化抑止が極めて重要であると訴えました。次期地区ガ

できると述べた上で、ロータリーの発展と将来を守っ

バナーに向けて講演したライズリー氏は、2017-18年

ていくには、世界的なチームワークが必要であると力

度の会長テーマ「ロータリー：変化をもたらす」を発

説しました。

表しました。環境の悪化と世界的な気候変動は全人類
への脅威であると、ライズリー氏は述べます。「影響
を最も受けやすいのは弱い立場にある人たちであり、
そのような人たちこそ、ロータリーが助けていく必要
があるのです。それにもかかわらず、環境問題がロー
タリーで議題に上がることはほとんどありません」環

【2017-18 RI テーマ】

境悪化は、国連の「脅威、挑戦および変革に関するハ
イレベル・パネル」によっても主な脅威のひとつとさ
れています。ライズリー会長エレクトは次のように続

【例会予定】

けます。「環境の持続可能性がロータリーの懸念分野

2/27 調整中

ではないと言えたのは、昔の話です。今や、環境問題

3/6

はあらゆる人にとって懸念すべきことです」会長エレ

3/13 調整中

クトはさらに、7月1日の新年度開始から2018年4月22

3/20 祝日のため休会

日の「アースデイ」までの期間に、各クラブで会員数

3/27 調整中

調整中

と同じ数の植樹をするよう呼びかけました。木を植え
ることで、空気中から二酸化炭素やそのほかの温室化

【RAC・IAC の例会日程について】

ガスを除去し、地球温暖化のスピードを和らげる効果

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

があります。
「この取り組みで120万本の新しい樹木が

日時：3月2日（木）20：00～

植えられ、環境への良い影響があるでしょう。しかし、

場所：西部ガス

それよりもっと大きな影響があると願っています」と

内容：役員改選（クラブ奉仕）

会長エレクト。「それは、この取り組みを通じて、こ
の地球に住む人だけでなく、地球そのものを救う責任

日時：3月16日（木）20：00～

がロータリーにはあると、私たちが気づくことです」

場所：西部ガス

ロータリーの未来を守る

内容：未定（国際奉仕）

ライズリー会長エレクトはさらに、2017-18年度地区
ガバナーに向け、クラブ会員の男女のバランスを改善

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

し、平均年齢を下げるよう求めました。 ロータリー

日時：3月1日（水）16：00～

における女性会員の割合は、10年前の13パーセントよ

場所：国府高校「大会議室」

りは増えたものの、現在も全体の22パーセントにすぎ

内容：未定

ません。このペースだとロータリーが男女均等を実現
するまでにあと30年かかると、ライズリー氏は述べま

日時：3月15日（水）16：00～

す。「私たちの住む世界を反映したロータリーを実現

場所：国府高校「大会議室」

するために、30年も待っていられません。今、これに

内容：未定

優先して取りかかる必要があります」539名の次期ガ
バナーのうち103名が女性であることに触れた上で、

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒

会長エレクトは「地域社会のすべての人とつながり、

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

すべての人を代表し、支援するためにリーダーシップ
を発揮できる」女性をロータリーが必要としていると

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。

述べました。さらに、現会員のうち40歳未満はわずか
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