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対象者 62 名 出席者

42(42) 名

出席率 67.74 %

前々回 10 月 10 日 会員数 64 名

対象者 62 名 出席者

42(40) 名

出席率 65.63 %

本日の卓話者ご紹介
神奈川動物愛護センター
所長 土肥富有子様

卓話

「新設された神奈川動物愛護センター」
神奈川動物愛護センター
所長 土肥富有子
神奈川県動物愛護センターは、本年６月１日、新しい
施設の完成とともに、開所しました。本日は、当センターの
紹介と新たな取組みについてお話しさせていただきます。
旧施設は、昭和 47 年４月、
「神奈川県犬管理センター」
として開設しました。この施設は、多くの犬を捕獲、収
容し、安全かつ効率的に処分することを可能とするため
の設備が整えられていました。一方で、イベントなど様々
な機会をとらえて動物愛護の普及啓発を積極的に進め、
避妊・去勢手術をした犬や猫を譲渡するなど、徐々に質
的な変換が図られるようになりました。そして、昼夜を
問わず、献身的に活動を続けてくださるボランティアの
方々の御協力もあり、平成 25 年度に犬の殺処分がゼロ
になり、翌年度には、猫の殺処分がゼロになりました。
このことが契機となり、当センターの再整備計画が生ま
れました。
新しい動物愛護センターは、４つのコンセプトから建
てられています。
１．処分するための施設から生かすための施設への転換

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）

1名

計

43 名

修正率

日 10 月 24 日 会員数 64 名

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

67.19 %

感染症まん延防止のための検疫室や、神奈川県獣医師
会の先生方のご協力をいただきながら、病気やケガの治
療を行う手術室、そして、当センターに保護されている
間、犬や猫たちが、明るく、清潔な環境で過ごせるよう
配慮された保護エリア等を整えました。さらに、新しい
飼い主の方が、犬や猫を最後まで飼っていただけるよう、
譲り受けていただく前に、実際に触れ合って相性を確認
していただける部屋もあります。
２．動物愛護の普及啓発の拠点
室内で犬や猫を飼うノウハウを学べるモデルルームや、
譲渡会や犬のしつけのデモンストレーション等ができる
ホールを設置しました。
３．ボランティアと行政との協働
ボランティアの控室を確保するとともに、グルーミン
グ室では、ボランティアの方々が、保護されている犬の
シャンプーやトリミングを行います。
４．災害時の動物救護機能の充実
災害時に、迷子になったりケガをするなどした犬や猫
を保護できるよう、災害時用の倉庫を設置し、ケージや
テント、エサなどを備蓄しています。
私たちは、多くの方々のあたたかい気持ちにより生ま
れ変わった施設を十分に活用し、今後も動物愛護の推進
に努めてまいります。
また、県では、保護している犬や猫の治療や、屋外で
の猫の譲渡会の開催等を積極的に進めていくため、「か
ながわペットのいのち基金」に対する御寄附をお願いし
ています。ご協力をよろしくお願いいたします。そして、
ぜひ、動物愛護センターに足をお運びくださいますよう
お願い申し上げます。
卓話者ご紹介
土肥富有子（とい ふゆこ）様
東京都生まれ
略歴 平成２年４月 神奈川県庁入庁
最初の配属先は鎌倉保健所勤務（動物保護管理、狂犬病
予防担当）その後、県内の保健所（現 保健福祉事務所）、
食肉衛生検査所、県生活衛生課等で食品衛生、食肉衛生、
環境衛生、動物愛護管理等を担当し、平成３１年４月か
ら現職。自宅では、保護猫を２匹（姉弟で１６歳になり
ました）飼っています。
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会員よりの動物愛護センターへの募金を受け取られた土肥所長

幹事報告
◎20日
（日）の地区大会は皆様のご協力により、盛大に開催
されました。
大変お疲れ様でした。
本会議で長寿会員の表彰式があり、
クラブより小泉会員、
升水富次郎会員、小笠原会員の3名の方が表彰されまし
たが、残念ながらご欠席されましたので、本日お祝の品を
お渡し致したいところですが、本日は小泉会員、升水富
次郎会員ご欠席のため、小笠原会員お一人にお渡し致し
ます。小笠原会員、おめでとうございます。
◎本日、清水雅広職業奉仕委員長が欠席のため、代わって
お知らせいたします。
今年度の企業訪問は11月21日
（木）例会終了後に横浜に
あります国際フード製菓専門学校を訪問いたします。
夕食は山手にありますフレンチレストラン「エリゼ光（ひ
かる）」の予定です。詳細は後日確定後に委員長より皆様
にお知らせをいたします。
◎先日お知らせいたしました新会員のための親睦と研修を
目的とした「新会員の集い」の参加をお願いいたします。
日時：12月07日
（土）14:00〜20:00
会場：藤沢商工会議所「ミナパーク」
入会3年目までの会員、担当委員長その他多くの会員の
ご出席をお願いいたします。10月末までに参加ご希望の
会員は事務局までご連絡をお願いいたします。
◎第52回平塚市児童生徒創意くふう展の結果ご報告が平塚
市産業振興課よりありました。
多くの作品が寄せられ、10月15日に審査会が開催されま
した。その中から入賞作品が決定されました。
平塚ロータリークラブ賞は中原小学校4年生の作品「災害
時にも役立つ手押しポンプ」
でした。
◎「日本のロータリー100周年記念ピンバッジ」をまだお受
け取りになっていない会員は事務局までお申し出ください。

会員からの寄付を受け取られる土肥所長

◎来週の10月31日（木）は第5週目となりますので、定款に
より休会となります。
お間違えの無いようご注意ください。
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7〜９月のスマイル大賞の発表です。
長島誠人会員は２つございますが、
どれも明るくて思わず
笑ってしまい、
まさにスマイル大賞にぴったりです。
8/22 先日は結婚記念日のお祝いありがとうござい
ました。結婚20周年、節目となる日に素敵なお花が届き、
妻は感動しておりました。
しかし、実は私が記念日を2週
間間違っており、本日が本当の記念日でした

地区大会での長寿会員のお祝いの品を受け取られた小笠原会員

委員会報告
〇姉妹クラブ委員会
鈴木忠治委員長
11/28（木）から2泊3日で台湾に行きます。28日
（木）に台
北東海ロータリークラブの例会に表敬訪問しまして、翌日
に姉妹クラブであります台南東ロータリークラブの主催
の式典に表敬訪問する予定になっております。来週が休
会で次の例会は11/7になりますので、それまでに是非と
もご参加の方はご連絡を頂ければと思います。最終的に
は11/7くらいまでに参加不参加を決定したいと思います。
皆様の沢山のご参加を待っておりますので宜しくお願い
致します。
〇会員研修委員会
今村佳広委員長
今年度初めての研修委員会の活動で御座います。予定と
しましては茶話会という事で対象は3年未満の新会員で
御座います。お話を先輩から聞いてその後懇親会をする
流れで行います。講師には成瀬会員に今回はお願いして
あります。
日時は11/7次回例会の日です。18時〜19時まで
お話の時間で、19時〜20時30分まで懇親会となります。
場所はラスカの6階にあるアマルフィーガーデン皆さん
ロータリーの歴史を学ぶ一つの機会となりますので、是
非とも多数のご参加をお願いします。
〇プログラム委員会 三荒弘道委員長
本日は神奈川県動物愛護センターの土肥(とい)所長を
お招きしてこれから卓話をして頂きます。
来週10/31は休会となります。
次回例会の11/7は横浜ロータリークラブ前会長で御座い
まして、衆議院議員の小此木さんのお兄様であります小
此木歌蔵(おこのぎ うたぞう)様をお招きして、横浜港の
これからの姿という事をテーマでお話頂きます。IRカジノ
の問題など裏話もお聞きになれるかも知れませんので
是非とも皆様ご出席をお願いします。
その次の11/14は夜間例会になります。夜間例会では横
浜の有名なジャズのバンドがありますエクスカフェとい
うところから歌手の方をお招きして歌を聴く例会となりま
す。その日少し前の時間にこの同じ会場で、地区米山の
委員会を行いましてその委員会メンバーや奨学生の皆さ
んもその例会に参加することになっております。是非とも
ご出席をお願い致します。
〇スマイルボックス委員会

馬上

晋委員長

クラブ会報委員会

◎ 瀬尾 光俊

9/12 誕生日祝いありがとうございます。48歳にな
ります。健康への気遣いが必要な歳になりました。
田中姿子さんのようにストイックなトレーニングをし、ビ
ーチに映える男になりたいと思います。
米山俊二会員は雨男という噂でしたが、
そのプレッシャー
を乗り切って、花火大会を見事成功させたという功績から
選びました。
8/22 杉岡ガバナー、本日はお世話になります。
さて、明日は花火例会となりました。雲行きが怪しいです
が、皆さんのパワーで雲を蹴散らしてください。
どうぞよ
ろしくお願い致します。

今年度初のスマイル大賞の長島会員と米山俊二会員

メークアップ（MUP)
常盤卓嗣会員
本日のスマイル

11名

ゲスト

1名

神奈川動物愛護センター所長
ビジター

土肥富有子様

0名

卓話・行事予定
10月31日(木)
11月07日(木)
11月14日(木)

休会
卓話

横濱ロータリークラブ
前会長 小此木歌蔵様
夜間例会 “音楽を楽しもう”

市内例会変更
○ 丸茂 淳

1名

梅干野 修司

山口 紀之

現在ございません。
渡邉 美和

