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会： 西川徹也会場委員
唱：「君が代」 ｢奉仕の理想｣

会長挨拶

湯澤 信雄会長

皆さんこんにちは!!例年ですと、8月に親睦例会を行うの
ですが、今年は新型コロナの影響で日延べしました。予定
では10月に行うつもりです。
まだまだ感染者が多数出てお
り予断は出来ませんが、下火になる事を信じて星野親睦
活動委員長を中心に準備を進めておりますので、
もうしば
らくお待ち下さい。
そして来週からはお盆休みになります。
お盆の起源はよ
く分かっていませんが、
日本では古くから真夏にご先祖様を供養する風習が
あったようです。
そこに仏教の｢盂蘭盆会(うらぼんえ)｣という旧暦7月13日か
ら16日に行なわれる行事が伝わり、
だんだんと一つの行事になっていったと
考えられます。そして明治6年(1873)年に日本は新暦になり多くの地域で
は、分かりやすくちょうど1ヶ月遅れにして8月13日から16日に行うようにな
りました。
かつての旧暦のままに近いので｢旧金｣と呼ばれる事もあるようで
す。
また、
東京の都市部や、
金沢市、
静岡市などの一部地域では、
｢新のお盆｣、
｢東京盆｣などと呼んで新暦の7月15日に行うこともあるようです。
沖縄と鹿児島の奄美地方では、今も旧暦にのっとてお盆が行われるため、
年によって日付が変動します。他の地域より1日短く、1日暦7月13日から7月
15日の3日間が一般的です。皆さんご覧になった事があるか分かりません
が、私の大好きな沖縄の伝統芸能｢エイサー｣は所謂盆踊りで、
ウークイと呼
ばれる3日に演舞が披露されます。
また、我が瑞穂RCにも以前同好会がありました。徳島の阿波踊りや、岐阜
の郡上踊りなどの盆踊り、東京の大文字焼や、長崎の精霊流しなども有名な
お盆の行事です。残念なことに今年はほとんどの行事が中止になってしまい
ました。
今年のお盆は海外旅行も出来ず、里帰りや国内旅行も難しいかもしれませ
んが、会員の皆様それぞれふるさとを思い出し、地域や各家庭で大切にされ
てきた行事を振り返ってみると新しい発見があるかもしれませんね。

出席報告

原田敬生出席委員長

会員70名 出席49名 （出席計算人数52名）

ニコボックス

・ 梅雨が明け、いよいよ本格的な夏本番です。

出席率 83.0％

原田敬生出席委員長

コロナで大変ですが熱中症にも注意しましょう。
関谷 俊征さん
・ 皆さんお元気ですか？コロナは一向に収まりません。
私は2月よりこの方夜遊びは一切謹んでおります。
会長始め夜型の皆さん今暫く辛抱しましょう。
野﨑 洋二さん
我慢がまんです!!
湯澤 信雄さん
・ 松波先生スピーチ楽しみです。
・ 今日は卓話をさせていただきます。
松波 恒彦さん
25分間我慢して下さい。
・ 名古屋国際ホテルが9月末で閉館です。
銀座が無くなるのは寂しいですね。
森
裕之さん
堀
慎治さん
・ まだ右足のカカトが痛いです。
・ 家内の誕生日にきれいなお花をありがとうございました。
大嶽 達郎さん
先月届きました。忘れてました。
・ 諸般の事情で東京にいる長男の帰省もかなわぬこととなりました。
仕方がないとは言え、寂しいです。
田中
宏さん
・ 松波さん、本日楽しみにしています。皆さんにご案内です。
ご支援頂いているあつた宮宿会が8月11日(火)午後8時より熱田の空に
プレゼントをします。
お楽しみにして下さい!!
花井芳太朗さん

2020-21年度
国際ロータリーのテーマ

ロータリーは機会の扉を開く
（ROTARY OPENS
OPPORTUNITIES）

2020-21年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「原点に戻ってロータリーを楽しみ、
力を発揮しよう」

・ みなさま、本日も楽しみにしてきました。
どうぞよろしくお願い致します。
内藤 晶文さん
・ 松波さん卓話、楽しみにしております。
鈴木 淑久さん 鳥山 政明さん 長谷川 隆さん
松田 浩孝さん 村上
学さん 渡邉 将之さん
杉山 裕一さん

委員会・同好会報告
ゴルフ部会:田中宏さん

・ 今後の予定ですが、8月24日はすでにご案内申し上げてますが、荘川高原

にて開催の予定でございます。本日事務局から受付の際ご参加されます
か？とお問い合わせしましたが、
まだ返事の無い方は、早めに申し出て下
さい。
締め切りが迫っておりますので、
よろしくお願いいたします。
・ 今週中には発送予定ですが9月は、9月4日(金)に名古屋ゴルフ倶楽部の
和合コースで開催予定です。
・ 10月は、10月6日(火)に予定しておりますので、是非とも皆様手帳にご記
入をお願いいたします。
・ 毎年10月に開催している4RC親睦ゴルフの幹事RCである江南RCから
連絡ございまして、
２０２０年は中止、
２０２１年は引き続き出来るようで
あれば江南RCが幹事クラブでそのままやらさせていただきますのでよろ
しく、
とご案内が来ておりますので報告させていただきます。

8月誕生日おめでとう
村瀬 俊高さん 今川 知也さん 佐藤 善乙さん
森
裕之さん 広瀬 弘幸さん 渡邉 将之さん

幹事報告

山口哲司幹事

・本日、8月6日(木)13:40より、第２回理事会をヒルトン名古屋4階
｢杉の間｣にて行われます。

・次週8月13日(木)は休会となります。
・事務局のお休みは8月8日(土)から8月16日(日)となります。

電話は繋がりませんので、
お間違えの無いようお願いいたします。

・先週に引き続き、福岡・長崎・佐賀の義捐金のBOXも後ほどお願いに回り
ますので、
宜しくお願い致します。

・福岡西RCより、9月14日に予定しておりましたお月見例会が今年は中止

となったとご連絡をいただきました。参加を予定していた方は、残念なが
らキャンセルをお願いいたします。

卓話

松波

恒彦さん

テーマ：｢33年目のイニシエーションスピーチ｣
皆さんよろしくお願いします。星野先生から昨年度RC
歴の長い先輩方にお話をしていただきたいとのことで、
そのときに頭によぎったのは、1年半伊藤豪さんにひっ
ついておりまして、｢ロータリーはイエスだ、
ノーとは言
うな｣というのが頭に入っておりましたので、快く受けさ
せていただきました。
まず、
引き続き今年度に卓話を仰せつかった村上委
員長、
ありがとうございます。話す機会が中々ございま
せんもので、今日で計6回目です。
それと、沢山ニコボックスいただきまして、
ありがとうございます。感謝いたします。
その友情に応えておもしろい話をし
なくてはならないなとは思っておりますけど、
やはり私が本業とする獣医の
話を入れたいと思っています。
私がRCに入ったのは32年前、
６月に入会をさせていただきました。現メン
バーの本多さんのお父様に勧められてはいりました。私に声が掛かった時は
びっくりしました。RCに私が入って良いのかと大変迷いました。
しかし、実家
に行く予定がありまして、母にRCのお誘いがあるけどまだ早いんじゃないか
な？と相談したら、｢恒彦、誘われるうちが花だよ｣と言われまして、少し実力
不足ではありましたがRCに入会をさせていただきました。

私の職業は95％の方は皆さんご存じだと思いますが、獣医師でございま
す。獣医師というのは、業務独占資格という国家試験があります。獣医を取
得する勉強をするため大学には入るのですが必ず国家試験があるので、
あ
る程度の学識をもって卒業が出来たと思います。
こちらにも医師の方、歯科
医師の方、公認会計士、弁護士など色々な方がいらっしゃいますが、国家検
定を受けたというのはある程度のレベルを持って社会に出られてるな、
と感
じています。
獣医師という仕事でなにが頭に思い浮かぶでしょうか。私と親しくしてい
る方はすぐ犬や猫のお医者さんと感じられると思います。私の職業の分類と
しては、小動物臨床に携わる獣医師です。私の病院は犬、猫、鳥、狸など色々
みますが、爬虫類は見ておりません。爬虫類はまだ獣医学の勉強が備わっ
ていないので、
自分で爬虫類をずっと長く飼って、観察して、本で勉強すると
いうのが今の獣医学です。なので、爬虫類専門の獣医師というのは今は日
本であちこちにできています。
その他ですと、名古屋市で猿の診療をするは
私個人一人です。獣医師会の方で猿の診療を頼まれたりしますと、誰かい
ないかとなり、私の方に回ってきます。猿はとても頭は良いのですが、家畜化
されていませんので凶暴です。
それと、毒をもっている猿もいるので皆さん
が飼われるのであれば、犬、猫、鳥ぐらいが一番良いと思います。小動物の
獣医師というのは全体の約70％程がその業務についています。
それから、産業動物臨床獣医師というのがあります。牛、豚、鶏、駝鳥など
色々飼育されていますが、
こういった動物を診療する獣医がいます。
ただこ
れは、
そういう物を生業にする仕事が凄く減っております。要するに、農家や
畜産家が減っていますので、獣医も大変少なくなっています。
中々就職がま
まならないということです。
それから、公衆衛生に関して携わる獣医があります。
これは細かく分けて
お話させていただきますが、
その他に民間にすごく人気のある獣医の職業
というのは、
ここでも好きな方はいらっしゃると思いますが、JRA(日本中央
競馬会)です。
そこに就職を希望する人が多いです。私の大学の同級生も栗
東の所長をやっておりまして、大変待遇の良い大企業の取締役の給料をも
らって今は、悠々自適で過ごしております。
それが凄く人気です。
他にも、動物園、水族館に勤務する獣医師があります。獣医大学に行きま
すと私達の頃は90％が男性、10％が女性だったんですけど今は60％は女
性なんです。女性の獣医師が多いので動物園や水族館を希望される方が多
いです。
いまでこそ東山動物園は、付属動物病院がありますが、私が開業し
た当時は、全然無かったのでよくかりだされました。
インドネシアのオナガザ
ルが真冬に尻尾が凍傷、壊死を起こしまして切断しに行きました。一週間ぐ
らいは尻尾があると思って飛んで頻繁に落ちています。一週間すると知能が
良いのか手足だけで木などを渡っていました。昔、港の方に動物喫茶があ
り、私の友人の獣医師がそこの担当をしておりましたが、
そういう業種も多
いと思います。
皆さんたちに直接関係する、
お薬。製薬会社に勤務する獣医師です。実験
マウス、
モルモット、
ハムスター、
うさぎ、大きくは豚などを使って製薬会社
で実験道具の管理や研究をしております。
どこの大学でも獣医師が2、3人
います。実験に使う動物の管理や、検査などの仕事に携わっています。
大きく分けるカテゴリーとしては、国家及び地方公務員としての獣医師。
要するに各都道府県、市町村に勤務する獣医師がいます。何の仕事をしま
すかというと、動物愛護法などの法律行政を決めております。
食肉衛生検査場勤務です。
これはみなさん先ほど食べた中にもあると思
いますが、牛肉、豚肉、鶏肉、卵などそういう物を全部検査しているので、
そ
この獣医師が1週間、10日ストップしますと、皆さん達の口にそういった食
べ物が入らなくなります。大事な業務です。
それから、動物愛護センターにいる勤務師。動物の保護や譲渡会などを
扱っています。犬や猫がたくさん余っていて譲渡したり、殺処分をします。愛
知県では今、犬の殺処分は0です。
日本中で2､30万という数字が昭和の時
代から平成の初期まではありましたが、愛知に限っては犬は0です。猫は若
干あります。譲渡会があちらこちらであり、私の病院でもあるのですが、犬や
猫が欲しいと思うと大変厳しいです。家庭環境なども調べます。
ついでに言
いますと、今、犬や猫を純血種で飼うと50万円など、
とんでもない値段にな
ります。
これは私もいかがなものかと思っております。問題は5､60万のプー
ドルを飼った若い夫婦がローンを組んで飼うわけです。犬は生き物ですから
病気になり、私共のところに来ます。
これだけの事と費用がかかるとなると、
ローンで6、7万円取られるのでお金が無いわけです。助かる犬や猫も死な
すのかほかっておくのかそんな矛盾も沢山生まれております。
それから、衛生研究所があります。人獣共通感染症を扱う管理研究をし
ています。人獣共通感染症には狂犬病というのがあります。
これはすべてど
んな動物からも感染し合う病気です。私、長い間半世紀以上ダイビングを
やっていまして、40代ぐらいまではインドネシアやフィリピンによく行きまし
た。
その時ダイビング仲間と行くわけですが、犬や猫がぶらぶらしてますよ
ね。私は絶対そばにいかないです。狂犬病を持っていますので。狂犬病とい
うのは症状が出たら狂ったようによだれを出したり吠えたりして明らかに分
かりますが、潜伏期のときは全然分からないので触りません。瑞穂RCでも
たまにバンコクにゴルフによく行く方がいますよね。
そういう時にも狂犬病

にも気をつけてご旅行に行っていただきたいと思います。絶対触らない。一言
言えますが、世界一怖くてかかったら絶対治らない病気は狂犬病だけです。
他には例外的に生きることがありますが、絶対死にます。生き残った方はいま
せん。
ただ今は、狂犬病になった方、噛まれたかなと思ったら2回狂犬病のワ
クチンを打てば予防できます。最初に予防接種を打つひとはアフリカに行っ
たり、
そういった仕事をする人が打ってきますが、外国でも犬に噛まれたり、
なにかあっても心配入りません。
ちゃんと治療をすればいいわけです。
狂犬病の発症というのは、犬は昭和32年から出ておりません。遠い遠い昔
ですね。相当昔の話です。
ただ人間の患者は出ています。
つい2.3年前は静岡
の方が発症しましたし、10年ぐらい前もあります。
そんなことで人獣共通感
染症。皆さん馴染みの深いものとしましては、細菌性の人獣共通感染症はペ
スト、炭疽、結核、
ライム病などがあります。
ウイルス性の人獣共通感染症はイ
ンフルエンザ、SARS、MARSです。
これがどのように伝播していくかというと、
SARSの場合は、
ウイルスがコウモリ、
コウモリが給血をした豚、豚から人間
に感染する、MARSの場合は、
ラクダをコウモリが噛んでそこから人間に感
染するということです。
コロナの話ですが、新聞にもでておりましたが犬に感染したというお話が
あります。
日本でも数例出ています。確かに検査をして陽性になっております。
ただ人間には感染しておりませんし、犬から犬に感染もありません。
ほぼ無症
状です。元来、犬も猫も違う形のコロナウイルスを持っているんです。初めはそ
れが間違いで検査で出たかと思ったのですが、最近の調査では人間に入って
いるウイルスと同じと聞いておりますが、心配はありません。一週間ぐらい前
にご夫婦共々コロナウイルスに感染したので飼っている犬を預かってくれと
当病院に依頼がありました。
うちの息子と事務長が行って、完全防備をして、
犬もアルコール消毒をして、洗って、
また病院に入って洗って、隔離室で3日ほ
ど預かっておりました。
後は仕事として、家畜保健所勤務があります。
口蹄疫、高原性鳥インフルエ
ンザの検査などの検査をします。
口蹄疫というのは、10年ほど前に流行りま
した。狩猟の監視許可、
そういうものを対象とする野生動物の保護も獣医の
仕事となっております。
それから、水産試験場。
たくさんマグロを作るところな
どにも獣医師が必ずいます。
ただこういった公務員的な仕事がとても不足しております。40何年ぶりに
岡山理科大学に加計学園の獣医が去年できました。
なぜ問題になっている
かというと、十数年前から、知事さんから獣医大学を作って欲しいと要請が
ずっとあったんです。
日本獣医師会は開業医が中心になっているので、獣医大
の獣医師は足りているだろうと大反対されました。
しかし、私が知る限りで
は、四国には獣医師がたらないんです。
日本の獣医大学は、岡山に大学が出
来る前は、16校しかありません。国公立が近くでは、岐阜大学、大阪府立大
学、
もちろん東京大学など合わせて11校、370名の在学生、私立大学は6校
で700名で合わせて1070名しか獣医学生(1学年)しかいません。仕事はも
の凄くありまして、獣医師というのは食いっぱぐれがない仕事だと思います。
岡山理科大学が問題になったのは先程のように日本獣医師会が反対した
のですが、四国の獣医師が足らない。
つまり公衆衛生をやる獣医師が足らな
い。畜産をやる獣医師が足らない。
ただ四国から獣医学生は北海道から鹿
児島まで散らばるのですが、
その散らばった先で女性は、
男性を。
男性は女性
をそこで見つけて東京や北海道から帰ってこないことが多いのでとても獣医
師が足らないです。
ですから私は理科大学は必要だと思います。
話が長くなりましたので、獣医学部卒業の方を紹介して終わろうと思いま
す。三浦雄一郎さん。
この方は北海道大学獣医学部卒業で農業試験所を経
てプロスキーヤーになりました。一昨年、
スキー同好会で札幌に行った時お
会いして、写真を撮らさせていただきました。
それから、三塚博さん。
この方は
日本大学の私の大先輩です。
日本大学農獣医学部獣医学科卒業で、外務大
臣、大蔵大臣などやっていた方です。
また、
ノーベル賞をいただいている方が
獣医師として2人います。1926年にノーベル生理医学賞ピーター・ドバ
ディー博士。
オーストラリアのクイーンズランド大学卒業で、｢細胞性免疫制
御の特異性｣という題目でノーベル賞をいただいています。2004年にノーベ
ル平和賞をいただいている方もいます。
ワンガリ・マータイ博士と言いまして
女性環境活動家の方です。｢持続可能な開発、民主主義と平和への貢献｣と
いう題目で、女性環境保護活動家、政治家でこの方は人権問題に大変力を
入れています。
それでは、時間が来たので終わらせていただきます。大変真面目なお話で
すみません。
ご静聴ありがとうございました。
湯澤信雄会長

例会のご案内
■今週

8月13日
（木）

R規定により休会
■次週

8月20日
（木）

R規定により休会
■次々週

8月27日
（木）

R規定により休会

