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ロータリーは機会の扉を開く

第 2598 回例会 №2１
2021 年(令和 3 年)3 月 26 日(金) 晴
「それでこそロータリー」

出席報告
会員 61 名中 出席 35 名 出席率 ５７.３８％
〇スピーカー NPO 法人ファミーユ理事長
熊崎 純子さん
〇ゲスト
NPO 法人ファミーユ副理事長
守随 智子さん

会長挨拶
皆さん、こんにちは。
本日は、NPO 法人ファミュー
ユ理事長 熊崎純子さん、そ
して同じ NPO にて活動してい
る守随智子さんをゲストでお
招きしました。熊崎理事長に
は「コロナ禍における小さな
命」として後ほど、卓話をいた
だきます。よろしくお願いし
ます。熊崎さんと、守随さんは
若鯱会という団体で同じグループにいました。お二人
とも、ご無沙汰しています。さて、本日は猫がかかわ
る本を３冊紹介せてください。
「猫を棄てる」父親について語るとき
村上 春樹著 文芸春秋刊
この本は、台湾出身のガオイェンさんというとても素
敵な挿絵がいっぱいです。村上春樹は、村上春樹らし
く自分のルーツを書き記しています。彼らしい文体は

R.I．会長 ホルガー・クナーク

途中で迷子になってしまいそうだが不安感のない心地
良さがあります。なぜ、父を語るのに「猫を棄てる」
か。在りし日の、父との思いで以下のように書かれて
います。
「浜に猫を置いて、さようならを言い自転車
でうちに帰って来た。さっき、棄てたはずの猫が尻尾
をたてて愛想よく僕らを出迎えた。
」こんな、話しか
ら父の思い出が語られている。その猫が帰っているの
を見て親子は、ほっとしたそうです。
２冊目「猫のいる日々」大佛次郎 徳間文庫
短編になっています。とても、読みやすいです。随筆
と小説と童話になってます。その中の随筆「黙ってい
る猫」より一部抜粋します。
「猫は僕の趣味ではない。いつの間にか生活になくて
はならない優しい伴侶になっているのだ。猫は冷淡で
薄情だとされる。そう云われるのは、猫の性質が正直
すぎるからなのだ。猫は決して自分の心に染まぬこと
をしない。そのために孤独になりながら強く自分を守
っている。用がなければ媚びもせず。我儘にだまりこ
んでいる。それでいて、これだけ感覚的に美しくなる
動物はいない。
」
最後、三冊目 夏目漱石
「吾輩は猫である」新潮文庫
「吾輩は猫である。
名前はまだない。
どこで、うまれたか頓と
見当がつかぬ。」
誰でも知っている始まりの文
章。この始まりが、とても美し
く好きです。
「吾輩は人間と同
居して彼等を観察すればするほど、彼等は我儘なもの
だと断言せざるを得ない様になった。
」この小説は、
社会批判を猫に語らせた漱石の処女小説です。
本日も、一日例会

楽しんでください。
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【Rotary２７６０地区アプリ】

ニコ BOX
(熊崎様、守随様、卓話楽しみにしております)
髙田会長
(本日、周年の案内を入れさせて頂きました。皆
様のご出席お願いします。熊崎さん、守随さん、
お久しぶりです。本日は宜しくお願いいたします
)
村田幹事
(本日、早退します。ごめんなさい)
田島君
(髙田会長、村田幹事、過日の地区大会では大変
お世話になりました)
平松君
(菅さん、河野さん、杉江さん、福西さん、大変
お世話になりありがとうございました)
中井君
(業務多忙につき欠席します)
野崎君

本日合計
累
計

幹事報告

32,000 円
1,535,000 円

村田 誠一君

皆さんこんにちは、それでは幹事報告を致します。
最初に東京ロータリークラブ創立１００周年の例
会の様子が YouTube にアップされました。日本の
ロータリーの歴史も紹介されております。東京 RC
の HP から見られますのでお時間のある時にでもご
覧ください。
さて、当クラブの５５周年記念例会ですが前回の理
事会にて承認されました企画案にてメール・ＦＡＸ
で案内をさせて頂きました。本日再度ペーパーを入
れさせて頂きましたが、コロナ対策を加筆致しまし
た。出席者には検温・手の消毒・マスクの着用をお
願いしまして、会場においてはソーシャルディスタ
ンスの確保、具体的には丸テーブルですのでサイド
にアクリル板の設置、向かえの方とは２メートルの
間隔、席を立っての挨拶・お酌の禁止、ディナーシ
ョーでは客席と３メートルの間隔を空けるという
事となります。皆様の参加をお願いします。
最後に 2760 地区のアプリがあるのは以前お知らせ
致しましたが、スマホのアプリストアからロータリ
ー2760 で検索をして頂くとダウンロードが出来ま
す。トップページの委員会・クラブ報告を開いて頂
きスクロールして頂くと名古屋みなとＲＣの国際
奉仕事業の記事が掲載されております。下のＭＯＲ
Ｅから本文を閲覧出来ます。ここに掲載することに
よって多くのロータリアンに名古屋みなとの奉仕
活動を知って頂けると思います。
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卓話「コロナ禍における小さな命」
NPO 法人ファミーユ理事長

熊崎 純子さん

NPO 法人ファミーユ理事長
熊崎純子です。名古屋市や愛
知県の譲渡ボランティア団体
として、犬猫の殺処分ゼロを
目指している完全ボランティ
ア団体です。こちらにいらっ
しゃる諸先輩方の中でも会員
になって頂いている方、日頃
御協力頂いている方々いらっ
しゃいます。いつも、ありがと
うございます。さて私達の活動は、犬猫の殺処分ゼロ
に向け色々な活動をしておりますが、主に、センター
より老犬老猫を引き取り終生飼育するシェルターを運
営。また譲渡対象の猫は保護猫カフェにて里親を探し
、譲渡対象の犬は各預かりボランティアさん宅にて、
里親様が見つかるまで躾をし、立派な家庭犬になるよ
う大切にお預かりをしています。日々殺処分 0 目指し
て活動中、コロナ禍となりました。最初の予想として
、犬猫の医療費に代える為のバザーなどのイベントが
できない、世の中が不景気だと寄付金も集まらない、
生活が困窮して捨てられる犬猫が増えるのではないか
？と不安にかられました。コロナで仕事をなくしたの
で、犬猫を引き取って欲しいという依頼では、実際に
出向くと犬 23 匹猫 30 匹以上、コロナを言い訳とし
た、ただの多頭飼育崩壊にしか過ぎない状態でした。
ファミーユで 10 匹引き取り、その他周りの方に譲る
よう対処しました。駐車場に猫が捨てられていたのは
、実際にコロナの影響かどうかはわかりませんが、シ
ェルターの駐車場にエサと一緒にキャリーに入って捨
てられておりました。この子は現在里親様も見つかり
幸せにしています。コロナにかかったから預かって欲
しいとう依頼は、私達はペットホテルではないのでお
断りしていますが、ホテルに預けるお金がない方や
頼れる方も周りにいないような方々も多いです。しか
し、その後春以降は、コロナの影響でペットブームに
なりました。譲渡率アップ。譲渡会を開催すると並ぶ
ほどの希望者様達がいらっしゃいました。ペットショ
ップもケースが空になるほど犬猫が売れたようです。
そして現在、ペットの値段は高騰しています。このコ
ロナ禍でペットを迎えた方々。この先の事を見据えて
最期まで命への責任をおう覚悟の方は何名いるのでし
ょうか。この先コロナ禍で飼ってしまった犬猫が捨て
られる事が懸念されます。日本はヨーロッパに比べる
と動物愛護において 100 年遅れているといわれてい
ます。犬猫などの動物の置かれる状況で、その国の国
民の心の幸せ度がわかります。最近も猪高緑地で猫の
死体が池に 10 匹以上浮いている事件があり大きくニ
ュースにもなりました。と同時に子供への虐待ニュー
ス。動物の幸せと人間の幸せはイコールであり、その
国の道徳的発達のバロメーターになるという訳です。

また高齢者の方々が病気、入院、死亡などにより犬猫
がセンターに収容されるという事例も最近増えていま
す。是非、もし自分に何かあった時の事も考え、今は
ペット信託などもありますので、犬猫が困らないよう
にして頂きたいです。お近くでいらっしゃったら、是
非お伝え下さい。
昨年６月、名古屋市の委託事業をする、人とペットの
共生サポートセンターという機関が出来ました。こち
らでは里親募集のお手伝いや、野良猫問題など取り組
んでいますので、何かお困りの事があれば、そちらの
方にもご相談くださいませ。
私たちは引き続き、殺処分ゼロを目指して頑張って参
りますので、皆様方の御協力も是非お願い致します。
本日は誠にありがとうございました。
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今後の例会予定

30

卓話「文化（演劇）生きる免疫力」
劇団うりんこ 俳優
いのこ 福代様
17F「コスモス」
卓話
「コロナ」と「災害」～合言葉は「命・
支え合い・自ら動く」～
名古屋市港防災センター
防災教育アドバイザー
近藤 ひろ子様
17F「コスモス」
例会変更
創立 55 周年記念例会
16F「アゼリア」17：00
地区研修協議会報告
次年度幹事
岡田 雅君
17F「コスモス」
休会
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卓話「鍼治療がもたらす効果」
篠原鍼灸院 鍼灸師 山内雅大様
17F「コスモス」
卓話「ロータリーと危機管理」
2760 地区危機管理委員長
寺本 善雄君
17F「コスモス」
卓話
17F「コスモス」
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