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讃えよう地域を！クラブを！会員（自分も）を！
ロータリーとの出会いに感謝！
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「ロータリークラブに出席し、ロータリーを楽しもう」
（Attend at the Rotary Club, and let's enjoy a rotary）
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ゲスト紹介	
あなたとペットのお店�たっかめ店長
えすたま合同会社　代表社員　佐々木貴祥様

9月結婚祝	 久保忠正会員
酒井忠之会員（1963.9.21）、尾藤
輝 幸 会 員（1967.9.20）、 金 尾 剛
会員（1971.9.26）、佐々木和彦会
員（1988.9.22）、 久 保 且 佳 会 員
（1989.9.15）、太田豊会員（1990.9.22）
9月誕生祝	
尾 藤 輝 幸 会 員（1942.9.10）、 石 原 英 樹 会 員
（1956.9.7）、高田晃一会員（1958.9.3）、柳沢一元
会員（1959.9.26）、久保且佳会員（1961.9.7）、河西
智子会員（1964.9.18）、小川光司会員（1966.9.10）

乾杯	 平田利器会員

会長報告	 斉藤会長
　先だっての日曜日、池田町まき
ばの家で行われた家族野遊会では、
70名と言う大勢の会員、そしてご
家族の方が参加していただきあり
がとうございました。
　今から約20年前に、私の子供達が小さい頃、家
族で初めてキャンプに行った場所がまきばの家でし
た。今回、暫くぶりに行き、あの当時と異なり、施
設が整い、更にはシープドックショーなど楽しい催
し物があり、大変良かったです。萱場委員長を始め
親睦委員会の皆様、お疲れ様でした。

　さて、この例会の始まる前、午前11時より今月
の定例理事会がありました。理事会での大きな議題
は、次年度第6分区ガバナー補佐と次年度当クラブ
会長エレクトの選出の件でした。
　理事の方々からいろいろなご意見が出され、次の
様に議決しましたのでご報告致します。
　始めに次年度第6分区ガバナー補佐に関してです
が、以前、8月8日に歴代会長会を開き、今年度の
例会運営等に対して、歴代会長からのご意見を伺い
ましたが、実はもう一つの大きな議題がありました。
それはこのガバナー補佐に関する件でした。川上哲
平先生が歴代会長会の進行役をされ、また皆様から
いろいろな意見があり、結果、“会員諸氏の意見を
尊重したいので、この案件は理事会にお任せしたい”
と結論が出されました。
　その結論を参考意見として、更には、ガバナー補
佐は会長経験者から選出と言う定款を踏まえ、理事
の方々が慎重審議した結果、歴代会長会にお任せす
ると言う結論に達しました。
　また発表の手順は、理事会を尊重して欲しいので、
歴代会長会での結論を、一度理事会に上程した後、
例会において会長が発表する、その様に議決したの
で報告致します。
　第二に、次年度当クラブの会長エレクト、つまり
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　ご紹介いただきました『えす
たま合同会社』の佐々木でござ
います。本日は『ペットショッ

プにできる動物愛護活動』と題しまして話させて頂き
ます。
　まずは、私の自己紹介をさせて頂きます。私は、幼

会長ノミニー選出の件ですが、西クラブ細則第3条
第1節「その指名は、理事会の決定するところに従っ
て、指名委員会または理事会によって定められた方
法で行うことができる」とあります。
　よって会員の中から、立候補期間を今日より10日
間といたしますので、どなたか、我こそはと言う方
は立候補して下さい。どなたも立候補者がいない場
合は、慣例に従い、指名委員会を立ち上げて、決定
する事にする事を議決いたしました。こちらの方は
年次総会で指名委員長より発表があります。いずれ
も事務方は奥田幹事といたしします。
　以上、理事会での決定事項を報告して、会長報告
を終わります。

会務報告	 奥田頼昌幹事
①�帯広南RC、9月16日（月）・23日（月）は祝日のた
め休会と致します。
②帯広東RC、移動例会開催のご案内
　日時　9月17日（火）午後0時30分
　場所　UDトラックス道東㈱
③帯広西RC、移動例会開催のご案内
　日時　9月19日（木）午後0時30分
　場所　明治北海道十勝オーバル
④帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日時　9月26日（木）午後6時30分
　場所　北海道ホテル
⑤帯広南RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日時　9月27日（金）午後5時30分
　場所　北海道ホテル
　※尚、9月30日（月）の繰上げ例会と致します。
⑥RI第2500地区大会開催のご案内
　日時　10月11日（金）〜10月13日（日）
　場所　釧路市観光国際交流センター
　大会登録料　13,000円

委員会報告	
・出席報告� 出席委員会

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　三野宮功会員
斉藤憲生会長　�先日の野遊会、大勢の

ご参加ありがとうござ
います。

三野宮功会員　�野遊会、愛犬のモモ
ちゃん楽しかったと申しております。
柳沢さん、ちょっと恐かったです。

平田利器会員　�本日初めて乾杯をさせていただきま
した。ありがとうございます。

奥田頼昌幹事　�ガバナー公式訪問、クラブ協議会、
例会と終了しました。ありがとうご
ざいます。

江口文隆会員　�同好会コンペ真ん中賞
佐藤　聡会員　�昨日、道銀のコンペで優勝しました。

今季3勝目となります。
飯田正行会員　�ゴルフ同好会ゴルフコンペで優勝さ

せていただきました。当日は川田直
前会長、山本会員とクラブの重鎮と
ラウンドさせて頂き今回の結果を得
ました。同好会コンペに参加して以
来11年目での優勝です。当日は併せ
て馬券もGETし最良のコンペでした。

萱場誠一会員　�先日の家族野遊会には沢山の参加あ
りがとうございました。

増井信也会員　�本日健康増進委員会担当例会です。
よろしくおねがいします。

▪プログラム	 増井信也委員長

　　　　　　    『ペットショップにできる動物愛護活動』
　　　　　　　　　   えすたま合同会社　佐々木貴祥  様



少より動物と関わる事が多く、たくさんの動物をペッ
トとして飼育していました。お猿さんや、うさぎさん、
鶏など様々な動物を飼育してきました。平成13年に
愛玩動物飼養管理士2級取得と同時に、ボランティア
活動を開始し、平成20年1月にそれまで勤めていた会
社を退職。平成20年3月に現在の会社を設立し、同年
4月18日に『あなたとペットのお店たっかめ』をオープ
ンいたしました。お店をオープンすることから、いろ
いろ学ばせて頂き6種類の関係資格を取得するととも
に、動物愛護推進員として行政とのかかわりを持って
おります。
　えすたま合同会社は、緑ヶ丘にございましてクラッ
シックバレエ教室の『エスバレエスタヂオ』と『あなた
とペットのお店たっかめ』の2つを主として経営して
おります。私生活では、保護した犬も含め5匹の犬と
暮らしております。
　まず、開業するにあたり考えたのは、『私は動物が
好きなんです。』『サラリーマン時代は、たくさんのペッ
トに囲まれながら動物愛護活動を行っていた。』『従来
の普通のペットショップにするつもりはなかった。』
『本当にペットと飼い主には元気に、少しでも長く幸
せになってほしい。』『ひとつでも、少しでもペットの
飼い主のお役にたつ事が出来るお店にしよう♪』と言
うことでした。
　そこで、現在お店の中で行っている事は、レジカウ
ンターの目立つ所に『盲導犬育成基金』の募金箱を設置
しています。
　そして、わんちゃんの角質層は、人の半分と言われ
るほど繊細なので、デリケートな肌へのケアとして
『シャンプー』は使用しません。その理由はシャンプー
に含まれる防腐剤や、石油由来の界面活性剤などの影
響が懸念されるからです。のみならず、わんちゃんの
身体を包むタオルを洗う洗剤、シンクを洗う洗剤、食
器を洗う洗剤、我々が手を洗う洗剤もすべて防腐剤や、
石油由来の界面活性剤などを使用していないものに、
徹底しております。
　現在、飼育相談も増えてきております。ただ単に相
談に乗るのではなく、本当にその家族が、その動物を
飼う事が出来るかどうか考えて頂くためのツールとし
て、お店のカウンター下に、たくさんの飼育本を無料
貸し出し用に準備しております。お店の入り口のド
アを開けて一番最初に目に飛び込んでくるのが『動物
愛護に関するパンフレット』などを掲示しているコー
ナーです。
　また、動物愛護に関する啓蒙イベントも会社として
開催しています。

　お店の奥の、生体コーナーの入り口には、帯広保健
所の現在の状況ポスターと、平成22年度に殺処分さ
れた数である『犬5万3473、猫16万0134』がはっきり
と書かれたポスターも掲示してあります。少しでも多
くの方に、悲しい現実と向き合っていただきたいから
です。
　動物愛護活動を
行っていく中での、
私のライフワークと
して活動しているの
が『ペット（犬・猫）の
フードとご飯の勉強
会』です。なぜこうい
う活動を行っているかの説明をさせて頂きます。
　ペットにとって『食』は大切だと言うことは、ご理解
いただけると思います。近年は、『ペット＝ペットフー
ド』と言っても良い位にペットフードがペットの食の
主流になっています。そこで『ペットフードってどう
なんだろうか？』と調べてみると、調べれば調べるほ
ど、驚くべき衝撃の事実に突き当たったのです。そこ
で『この内容は、飼主に伝えるべきだ』と考え、『食』の
大切さを通じた動物愛護活動を展開して行こうと考え
たのです。それが、現在行っている『ペット（犬・猫）
のフードとご飯の勉強会』なのです。
　次にペットの疾患
についてちょっと触
れてみます。現在、
わんちゃんを中心と
して『アレルギー疾
患』『アトピー性皮膚
炎』『ガン』『糖尿病』
『心臓病』。何か感じますでしょうか？ペットは、人と
違うものを食べているはずなのに、同じような疾患に
罹っているんです。
　そこで、人とペットの食べ物を比較してみたところ、
意外というか『やっぱり』と言うか、両方ともジャンク
フード的なものや、インスタント的な加工食品を食べ
る機会が増えている事が解ってきました。当店には、
様々な疾患を持ったペットが来店されます。その中で
も、良い結果を出しているペットは、ジャンクフード
やインスタント的なフードは辞めて、素材の確かな材
料で手作りをしている事が多いんです。または、そう
したペットの多くは、良い結果になっているんです。
我々の住んでいる十勝は、とても良い素材を手に入れ
る事が出来る地域です。是非、地元の目に見える、安
心できる食材を取り入れましょう。



　そして、更に結果を出すための、もう一つの大切な
テーマですが、それは『消化』です。我々の場合は、『良
く噛む』ということで、消化を促す事になります。し
かしながら、犬・猫の場合は、基本丸呑みです。そこ
で、丸呑みしても消化に良いように、水分たっぷりの
食事を食べさせてあげて下さい。
　ここで、ペットフードの歴史について簡単に触れさ
せて頂きます。日本国内においては1960年に粉末タ
イプのドッグフードが発売になり、その後1964年に
今のドライドッグフードが発売されました。そして
1970年にキャットフードが販売を開始しました。な
んと、ペットフードが一般化してから、まだ約50年
しかたっていない事になります。犬は、15000年前か
ら番犬として飼われていました。猫は、5000年前の
エジプト時代だと言われています。そこで考えてみて
下さい。犬の14950年と、猫の4950年の間は、何を
食べていたのでしょうか？お解りですよね。『人間が
作った食事』であり、日本でいえば『ねこまんま』等で
すよね。
　現在の考え方で『人間の食べ物を与えてはいけませ
ん』と言う事があります。どうして、人間と同じもの
を食べてはいけないのか、私なりに調べてみました。
それは、我々人間の『食』の変化にキーワードがあった
のです。例えば、お味噌ですが『本当のお味噌は、血
圧を抑えたり、降下させる』と言われています。これは、
1日1食のお味噌汁より3食のお味噌汁を飲んだ方が血
圧の上昇を抑えたり、降下したという実験結果が出た
のです。問題は、現在主流のお味噌に入っている『旨
味成分や化学調味料などの添加物』などが問題だった
のです。我々人間の食事が身体によくないものになっ
ているので、ペットに与えてはいけないと言う解釈に
なると思います。
　次に、寿命についても考えてみたいと思います。当
店のお客様から聞き取り調査をすると、昔飼っていた
犬は、死ぬ直前まで元気で20年以上生存していたと
言う話が多いのです。圧倒的に、平均寿命は現在の方
が伸びています。しかしながら、20年以上元気に生
存している犬を探すことが難しいのは、どういうこと
でしょうか？昔は獣医学も今ほど発達しておらず、動

物病院の数も少なく、現在だったら、助かった命でも、
犬が病気になった＝死という図式から、早く死んでし
まう犬たちも多かったことは想像できますが、これは、
昔の方が元気に長生きしている犬が多かったと言える
のではないでしょうか。私は『食』が影響しているので
はないかと考えています。
　今日の最後にご紹
介するのが『ポリアミ
ン』と言うものです。
皆さんご存知の『ポリ
フェノール』は、活性
酸素を抑える抗酸化
物質として有名です。
ご紹介する『ポリアミン』は、炎症抑制物質で、炎症そ
のものを抑えるものです。炎症が起きることで活性酸
素が発生するのですから、炎症そのものを抑えてしま
うという、言い換えれば『究極のアンチエイジング物
質』と言えます。しかも、この『ポリアミン』は、納豆
や醤油・味噌などの日本食に繋がる食材に多く含まれ
ます。是非、十勝の食材を使用した『日本食』を中心と
した『食』を、私たちとペットと一緒に共有し、健康で
長生きしましょう。
　『今』よりも、もっ
と大切なのは『これか
ら、ずっと』ですよね。
　弊社は、我々も
ペットも、目先の事
だけを見ること無く、
『ずっと、一緒に健康
で！』を目標に、その為の商品開発を行って行きたい
と思っています。『病気に繋がるような、添加物は排
除したい』『少しでも新鮮な、そして安全な食材を提
供したい。』お店を経営してお客様にご提供する以上信
念を持っていきます。『ずっと、健康で楽しく生活し
たいですものね。』微力ながら皆様のお手伝いが出来る
企業になっていく事が出来ればと思っております。
　ちょうど30分になりました。こんなところで、終
わらせて頂きます。本日は、御清聴ありがとうござい
ました。

［お知らせ］
・9月のロータリーレートは、1ドル=100円です。（理事会）
※次週プログラム予定
　9月19日（木）「移動例会」�明治北海道十勝オーバル�（プログラム委員会）


