
第第第第 1919191991919191 回例会回例会回例会回例会    

2222 月月月月 12121212 日日日日    №№№№22229999 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

当クラブで、ここ数年実施している奉仕事業

「セラピー犬支援活動」で、昨年 10 月に老人ホ 

ームへの訪問に参加しまして、改めてセラピー 

犬について調べてみました。 

現在、補助犬といわれるのは、盲導犬・聴導 

犬・介助犬の３つで、セラピー犬は入りません。 

     よって公共施設や電車等にも同行できません。 

ホームページで調べたところ、日本では盲導犬 

は約 1,000 頭、聴導犬は約 60頭、介助犬は約 

30 頭で、欧米に比べてかなり少ない数です。 

 セラピー犬に関しては、明確に定義されてお 

らず、法的位置づけが無いため、各団体や協会 

などで決めており、例えばハンドラー（調教師） 

育成のセミナーも金額がかなり違います。    

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

大井 達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別養護老人ホーム「たじま荘」で働く、 

まるこ（メス／12 歳／雑種） 

１１１１．．．．セラピードッグになれるのはセラピードッグになれるのはセラピードッグになれるのはセラピードッグになれるのは 10101010 頭頭頭頭にににに 1111 頭頭頭頭    

秋に山梨県の犬捨て山で産まれた彼女が、縁あ 

って兵庫県伊丹市の NPO 法人・日本レスキュー 

 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 

       

協会に連れてこられたのは、お正月。その後、時 

間をかけて人に慣れながら、適性テストと潜在性 

テストを受けている。 

「ほえない、かまない、うならない」「ほえない、かまない、うならない」「ほえない、かまない、うならない」「ほえない、かまない、うならない」    

ドッグトレーナーの安随（アズイ）尚之さんは、 

セラピードッグの素質について、この 3 つができ 

ることが最初の条件という。「それから、何より

人が好きなことが重要です」 

ブリーダー（繁殖家）から来た犬だけではなく、 

保健所や動物愛護センターに連れて行かれた殺 

処分犬を育成して、この試験を受けられるまで 

にしようとしているところが、日本レスキュー 

協会のユニークなアイデアです。 

     阪神大地震で災害救助犬が上手く活用できな 

かった苦い思い出をきっかけに 1995 年に協会を 

開設。それから今までに、約 300 頭のセラピード

ッグ候補犬から、実際に適性を認められ、資格を

得たのは 30 頭で、なかなかの難問です。適性テ

ストのチェック項目を具体的に挙げると、 

・エサをあげた時に、手のひらや指先に犬の歯 

が当らない。 

・知らない人が来た時や、突然大きな音がした時   

に、おびえたり、騒いだりしない。 

・知らない犬と出合った時にパニックにならない。 

・初めての場所でも落ち着いていられる。 

＜日本初のセラピー犬＞＜日本初のセラピー犬＞＜日本初のセラピー犬＞＜日本初のセラピー犬＞    

名犬チロリ名犬チロリ名犬チロリ名犬チロリ（メス／雑種（メス／雑種（メス／雑種（メス／雑種））））    

     殺処分寸前の捨て犬で 

    足に障害があり、貰い手 

    が見つからず、セラピー 

    犬として訓練を始める。 

    2003 年に国際セラピー 

    ドック協会が設立され、 

    2006 年 3 月に亡くなる。 

２２２２．．．．セラピーセラピーセラピーセラピー犬犬犬犬のののの分類分類分類分類    

ＡＡＡ（Animal Assisted Activity）は、「動物介

在活動」と訳される。治療という目的を持たずに、

犬とのふれあいを楽しむ活動を中心としたレク

レーションのことで、動物とふれあうことによる

情緒的な安定、QOL（生活の質）の向上等を主な

目的としたふれあい活動。 

     一般に、アニマルセラピーとよばれる活動の多 

 

 

 

くは、このタイプである。老人ホームの訪問活動 

などが知られており、犬と触れ合う環境を創出す 

ることで心理的な好影響をもたらすとされている。 

ある程度、定型化された活動であり、一度に多 

数の参加者を対象とできるのが特徴である。 

ＡＡＴ（Animal Assisted Therapy）は「動物介 

在療法」と訳される。上記のＡＡＡとの大きな違 

いは、人間の医療現場で専門的な治療行為として 

行われる動物を介在させた補助療法であること。 

対象者の心や身体のリハビリテーションなどの 

治療を目的としている。医療従事者の主導で実施 

する。精神的・情緒的安定、身体的機能、社会的 

機能の向上など、治療対象者の状況やニーズを把 

握した上で個々の改善目標を定め、適切な犬とハ 

ンドラ―（調教師）を選択し、治療を実施する。 

 治療後は治療効果の評価を行う。このためＡＡ 

Ｔに従事するセラピードッグ及びハンドラ―は、 

2 年以上の訓練期間を要する。 

 実際に実施する際には、治療対象者が「犬好き」 

であることを前提として、医師や精神科医、作業 

療法士、理学療法士などの医療従事者とセラピー 

ドッグハンドラ―及びボランティアが連携して、 

対象者に合わせたプログラムを作成して実施する。 

厳密には「ドッグセラピー」と言えるのは「Ａ 

ＡＴ」だけである。 

ＡＡＥ（Animal Assisted Education）は、「動物 

介在教育」と訳される。幼稚園や小学校等に動物 

と共に訪問し、正しい動物とのふれあい方や命の 

大切さを子供たちに学んでもらうための活動。生 

活科や総合学習などのプログラムとして取り入れ 

ている学校も徐々に増えている。 

 セラピードッグとは、「触れ合いや交流を通じて、 

病気やケガまたは精神的な痛手を受けた人の不安 

を減らし、気力を高め、心と体を少しでも本来の 

働きに近づけるために高度な訓練を受けた犬」の 

ことである。AAA，AAT，AAE においても対人 

コミュニケーションの十分な訓練が行われている 

のはもちろんだが、それぞれのプログラムに沿っ 

た役割が担えるような訓練が信頼できる機関で十 

分に行われている必要がある。 

犬種の制限はないが、共通するのは「優良家庭 

犬協会」の認定レベルが最低条件である。 

 



 

 

ホストクラブは津久井 RC と相模原南 RC の共

催で、開会式典が 14:30～始まり、続いて基調講

演「大人が変われば子供も変わる－ロータリーが

変われば地域も変わる」（講師：二宮清純氏）と

いう演題で 16：30 まで、閉会式典は 16:50 まで。

大懇親会が 18:30 終了と大変コンパクトに構成さ

れ、出席者からの評判もとても良かったようです。 

基調講演の二宮清純氏のお話は、じっと聞き入

るほど楽しい時間を私は過ごさせて頂きました。 

少し講演内容をお話しますと、まずエスティメー

ション（見積もる力）について、現在サッカー代

表監督の森保監督を例にお話しされ、予測力、先

を見る力が必要で、判断力の速さはどの様な仕事

でも必要な力であるという話から始まり、最も尊

敬するリーダーとして、最初のＪリーグ会長のキ

ャプテン・川渕三郎氏を挙げられました。 

「人が変われば、組織が変わる。リーダー変われ

ば、組織が変わる」という考えを持ち、低迷して

いたサッカーにＪリーグ 100 年構想を掲げ、現在

の大人気のサッカーに育てられた話など。 

特に背中に電流が走った言葉として「仕事とは、

出来ない事にチャレンジして、出来るようにする

事」というお話から、リーダーの決意とブレない

リーダーシップの強さを学びました。この事から

21 世紀のリーダーの条件は「アクション、パッシ

ョン、ミッション」の 3 点であり、これが正にエ

スティメーション（先見力）であるという事でした。 

次に、ビール業界ではアサヒビールの樋口氏、

野球界で元巨人軍監督の川上監督の例をあげ、先

見力の重要性とロマンが、長きに亘りリーダーシ

ップが発揮できるという実例をあげました。 

また開拓者になる必要性として、大リーグに果

敢に挑戦した野茂秀雄投手の例を、最後にイタリ

アのサッカー教本の最後の一行にある「イル・ベ

ッド・ドルソン」、「子供たちは、あなたの顔を見

ているのでは無い、社員はあなたの顔を見ている 

のでは無い、背中を見ているのだ」、「良きリーダ

ー足らんとする者は、良き背中を持ちなさい。」

という力を込めた言葉で講演は閉められました。 

     結びですが、「3 クラブ合同例会」が、3 月 25

日（月）18:30 点鐘と決定しました。今からスケ

ジュールに入れて頂き、出席をお願い致します。 

 

 

 

‟‟‟‟空飛ぶシューズ、バンコ空飛ぶシューズ、バンコ空飛ぶシューズ、バンコ空飛ぶシューズ、バンコクに届く！クに届く！クに届く！クに届く！““““    

国際奉仕委員長           阿部 毅 

 タイ米山学友会とシューズ寄贈の件で、一年前 

より打合せを継続してきました。同学友会のワシ 

ン幹事が 1月末に来 

日され、帰国時に約 

10kg のシューズを、 

第一陣として託しま 

した。早速シューズ 

配布に動いて頂きま 

して、写真はバンコ 

ク近隣ノンタブリー 

県在住のヴィン君の 

喜びのスナップです。 

引き続き、阿部と藤原会員で約 20kg を 6 月に 

持参し、山岳住民の子ども達に届ける予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜理事会報告＞＜理事会報告＞＜理事会報告＞＜理事会報告＞    

①3 月 25 日（月）3 クラブ合同夜間例会の件。 

 １８：３０点鐘 「敦煌」にて。 2/8 日打合せの報告。 

会費５千円（会員負担２千円、クラブにて３千円） 

②４月１６日（火）第２０００回 記念例会の件。 

  会場は「ＨＫラウンジ」を予約。１８：００～式典、 

  １９：００～懇親会 予算：１人５千円。人数は５５ 

  ～６０名（中ＲＣ会員、各ＲＣ会長・幹事、Ｇ補佐） 

③４月３０日（火）例会取止め→５月７日（火）に振替。 

  ４／３０が祝日となったため、５／７の取止め承認。 

④米山奨学生 張さんへクラブより修了記念品の件。 

  慣例により、国際奉仕予算より３万円程度。 

⑤次年度地区補助金「元全日本チャンピョンによる 

卓球教室支援プロジェクト」の申請を承認。 

 

 

   

例会例会例会例会報告報告報告報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①次年度クラブ指導者に向けた「公共イメージ・

米山奨学セミナー」開催のご案内 

     両委員会合同にて、小沢一彦氏（米山奨学会理

事長）より米山奨学事業とエンド・ポリオの実 

情について講演を頂きますので、各クラブ４名

の出席をお願い致します。 

     日時：3月 6日（水）14:30～17:20 懇談会 17:30 

～19:00  場所：藤沢商工会館ミナパーク 

登録料：1名 3,000 円（懇談会欠席の場合も要） 

     登録締切：2月 15日 出席依頼者：各次年度の 

会長・幹事・公共イメージ委員長・米山奨学委

員長（次年度の役職者が欠席の場合は、現年度

の出席をお願い致します） 

②会長エレクト研修セミナー（PETS）開催ご案内 

下記にて開催致しますので、会長エレクトには 

ご出席をお願い致します。 

     日時：3月 12 日（火）10:00～本会議 18:10 

     ～19:30 懇談会  場所：藤沢商工会館ミナパーク 

登録料：1万円 登録締切：2月 28 日 

    

※３月２６日（火）第５グループ親睦ゴルフコンペの 

（会員有志）出欠表を再度、回覧しております。 

  詳細は回覧をご参照ください。 

※次年度ロータリー手帳申込書を回覧しております。

希望者はご記入下さい。（クラブにて購入） 

     

例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム 

２月１９日卓話「第５グループの各クラブを訪問 

     して感じたこと」 金沢 邦光会員 

  ２６日卓話 田後 隆二会員 

３月 ５日卓話（予定）阪西 貴子会員 

         定例理事役員会    
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・早川 正彦会員 ２月１４日 

・横溝 志華会員 ２月２４日 

  

 

例会記録例会記録例会記録例会記録 

点点点点        鐘鐘鐘鐘  １２時３０分 

場場場場        所所所所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司司司司        会会会会  大塚 正浩 副ＳＡＡ 

斉斉斉斉        唱唱唱唱            ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー 河野 崇会員 

ビジタービジタービジタービジター   菅野 宏一君（相模原ＲＣ） 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

●編●編●編●編    集集集集    親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会    

    委員長：委員長：委員長：委員長：伊倉伊倉伊倉伊倉    正光正光正光正光    副委員長：小崎副委員長：小崎副委員長：小崎副委員長：小崎    直利直利直利直利    

    委員：川合委員：川合委員：川合委員：川合    貞義、田所貞義、田所貞義、田所貞義、田所        毅、櫻内毅、櫻内毅、櫻内毅、櫻内    康裕康裕康裕康裕    

                田後田後田後田後    隆二隆二隆二隆二、、、、中山中山中山中山    徹男、徹男、徹男、徹男、高本高本高本高本    昌敏昌敏昌敏昌敏    

横江横江横江横江    利夫利夫利夫利夫、、、、山之内山之内山之内山之内    洋、洋、洋、洋、河野河野河野河野        崇崇崇崇    

中村中村中村中村    勝彦勝彦勝彦勝彦、大槻、大槻、大槻、大槻    実実実実、、、、平山クリフォードモーリス平山クリフォードモーリス平山クリフォードモーリス平山クリフォードモーリス    
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会 員 出席（出席対象 31 名） 事前メイク者 
３８名 ２７名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(1/29) 
８名 ７７．７８％ ８５．７１％ 


