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ＴＥＬ：03（3340）6497　ＦＡＸ：03（3340）5700 
受付時間 9：00～17：30（土・日・祝休） 

SJNK14-13866（2014.12.29） 

獣医師の皆さまを取り巻く様々なリスクの備えに 

一家の大黒柱の獣医師ご本人が病気やケガで働けなくなったら・・・・ 
ご本人やご家族が病気やケガで入院や通院をされたら・・・・ 
動物病院の従業員の皆さまがお仕事中にケガをされたら・・・・ 

動物病院の什器・備品・医療機器や業務用現金などが偶然な事故で損害を被ったら・・・・ 

「獣医師会のほけん」 

保険契約者  公益社団法人 日本獣医師会 

公益社団法人日本獣医師会 
獣医師福祉共済事業 獣医師の皆さまとご家族に 

大きな安心を!!

「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」は、損保ジャパンと日本興亜損保が2014年9月1日に合併して誕生した会社です。 

詳しい内容につきましてはパンフレットをご請求いただき、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店までお問い合わせください。 

動物病院の「什器・備品・医療機器」「現金・有価証券等」の損害に備える 

動物病院 
「什器・備品・医療機器」総合補償 

（ショップオーナーズ保険） 

下記損害に関する補償がセットされています。 
①火災・爆発・風災・盗難・破損等の「偶然な事故」による動物病院の動産（設備・什器・備品等）の損害 
②火災・爆発・破裂などの事故による動物病院やユーティリティー設備の損害による動物病院の休業損害 
③火災・爆発・風災・盗難・破損などが原因で建物オーナー対して負担する賠償責任 
（③は借用店舗の場合に補償対象となります） 

動物病院 
「現金・有価証券等」総合補償 
（コーポレートマネーガード保険） 

業務用の現金や有価証券等の偶然な事故による損害を保管中・輸送中を問わず補償。 
拾得者への報労金も補償対象となります。 

病気やケガに備える 

所得補償保険 

ご本人やご家族（就業者）が 
病気やケガで働けなくなった 

ときの補償 
（支払対象外期間7日の後 

最長1年間補償） 

団体長期障害 
所得補償保険 

ご本人やご家族（就業者）が 
長期に渡り、病気やケガで 
働けなくなったときの補償 

（支払対象外期間372日の後 
最長70歳まで補償） 

ご本人やご家族が 
病気やケガにより 
入院・通院・手術 
したときの補償 

傷害総合保険 

ご本人やご家族が 
ケガにより 

入院・通院・手術 
したときの補償 

動物病院従業員補償 
傷害総合保険 

動物病院の従業員が 
仕事中にケガをして 
入院・通院・手術 
したときの補償 

日本獣医師会福祉共済事業各保険の資料は下記幹事代理店までご請求ください。 

なお、携帯電話からもご請求いただけます。右のＱＲコードからアクセスしてください。 

＊医療保険基本特約、疾病保険特約、傷害保険特約、がん保険特約セット団体総合保険 

新・団体医療保険 
＊ 
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ご自身やご家族の夢実現に
お子さまの海外留学の夢を叶えたい。両親への感謝の気
持ちとして、「世界一周旅行」をプレゼントしたい。日常の
激務から開放され、静かに自分の趣味に没頭できる場所
として「リゾート会員権」を購入したい等々、さまざまな夢の
実現にお役立ていただけます。

更なる飛躍への自己投資に
医師としての更なるキャリアアップを目指して、たとえば
ご自身の博士課程取得のための学費や、先端技術を学ぶ
ための海外研修渡航費など、ご自身に対する前向きな投資
に利用したいというご相談もいただいております。
「ドクターズライン」が力強くサポートいたします。

ご利用のローンのおまとめなどに
現在のローンのご返済プランを定期的に点検してみること
も大切です。貸金業法改正により、「年収の3分の１規制」
（銀行ローンは対象外）という、新しい借り入れのルールが
でき、教育ローンでも信販・ノンバンク業態のローンなど
は対象となるため、注意が必要です。

たとえば、専用商品『ドクターズライン』が、ご自身と大切な人を守り、

確かな未来を開く「資金力」を備えるお手伝いをいたします。

スルガ銀行は、これまでに多くのドクターの方から、不動産活用による

資産形成やクリニック併用住宅の資金相談などにお応えしてきました。

これからも、皆さまの想いにお応えしていきます。

ドクターの皆さまの“想い”を
カタチにしたい銀行です。

（当座貸越プラン、フリープラン）

● 当座貸越プラン ● 教育プラン ● フリープラン

教育資金に
たとえば、医師を志すお子さまの教育資金に。
私立大医歯系学部（6年制）では、入学金、授業料、施設設
備費など6年間にかかる費用の平均額が約2,400万円（※）
ほどと高額なため、一時的に大きな負担がかかります。
キャッシュフローを平準化する処方箋として「ドクターズラ
イン」をお役立てください。

お使いみちはご自由です。 例えば、こんな目的にお役立てください。

無担保で最高 3,000  万円まで、確かな資金力を備える無担保で最高 3,000  万円まで、確かな資金力を備える

『ドクターズライン』ドクターの皆さま専用商品

※文部科学省「平成23年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額調査」より　　　　　　

※審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。　　　

お電話承り時間：10：00～19：00（平日）　

〒260-0028　千葉県千葉市中央区新町1000　センシティタワー 21F

wmn0536@surugabank.co.jp

043-301-0011 043-301-0017FAXTEL

ドリームプラザ千葉
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茨城県獣医師会会訓
１．茨城県獣医師会は、会員の団結と和を基本理念とする伝承を継承して、

秩序ある運営をはかり堅実な事業の発展を期する。

２．茨城県獣医師会は、動物愛護を通じて社会貢献につとめ、同業相互協
力の精神を保持する。

３．茨城県獣医師会会員は、最新学術の研修につとめ、獣医師の誇りと品
格を高揚する。
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ご あ い さ つ

会長再任あいさつ

会長　小　林　貞　雄

　先の６月26日の公益社団法人茨城県獣医師会の総会において会長に再任されました第５支部の小林で
ございます。
　会員の皆様には茨城県獣医師会の諸事業・行事にご理解とご協力をいただきまして、有り難く感謝申し
上げます。
　本年のように、此の夏ほど雨が多く続く年もないように思います。特に関東地方でも雨の続く天気とな
り、県南・県西地区は集中豪雨に見舞われ、鬼怒川の堤防越水そして決壊の大被害に遭遇いたしました。
当該地区にお住まいの先生方、関係者・関係機関の皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
復興にはまだまだ時を要する事とご拝察いたしますが、一日も早い復興をご祈念申し上げます。
　さて、私達獣医師会では、公益事業の要の一つであります“動物愛護”につきましては、我々の専門知
識を有効に生かし、広く県民の皆様に啓発等の活動を実践していく所存です。無駄な命など有る筈も無く、
また、一頭でも多く飼い主様のもとに戻っていただきたいとの一念で、犬・猫の避妊・去勢手術の助成、
マイクロチップ施術補助事業を、引き続き実施して参ります。さらに、今年度はマイクロチップの登録費
用も助成の対象として取り組み始めました。“人と動物”が付き合う上で、人と動物の共通の感染症対策
についても忘れてはならない事柄と思います。（一社）茨城県医師会様と（公社）茨城県獣医師会はかねて
より協議・検討を重ねて参りました。まず始めに、私達のみじかな問題である“人と動物の共通の疾病言
うなれば感染症”の分野について事業提携に向けて探っていければ良いと考えております。
　最大の関心事のひとつである、狂犬病関連事業についても、従前より更に一層力を入れて取り組みたい
と考えております。既に言われているように、日本での狂犬病の発生は無いと言われているにも係わらず、
なぜ予防接種を実施しなくては成らないのか。これは、清浄化されたと言われる我が国を始めとする一部
の国の防疫を守るのみならず“天然痘”のように地球上の全ての国から狂犬病と言う病を撲滅するのが最
終目標であると思っております。この事の為にも私達獣医師は邁進するべきであると考えます。平和な日
本で飼育されている“犬”や“猫”を始めとする“動物たち”の『健康や福祉』を守ることは獣医師の大切
な役割であり、なすべき仕事であると考えます。決して忘れられるものではありません。
　この為にも、開業会員の先生方には、ぜひ狂犬病予防業務についても一層のご協力を重ねてお願いする
次第であります。
　動物愛護の観点から考えてみると、盲導犬や聴導犬に代表される使役犬と言われる仲間の犬たちや、ペ
ット動物の小さな命をはぐくんでいくことを、幼いうちから実施していくことの有用性も、いつもお話し
いたしております。より良い方向を見据えた活動を進めていきたいと思います。これには、会員の先生方
のお力添えと、特段のご協力をお願いする次第であります。
　本会には、と畜検査補助事業を始めとした、茨城県からの委託事業があります。飼育動物・保健衛生・
公衆衛生等検査の事業、どれをとって見ても、“ひと”の生活の安全と安心を守るために欠くことのでき
ない事業であります。この事に係わる会員の先生方にも、多大なご負担を強いることになりますが、ご協
力をよろしくお願いいたしたいと願っております。
　私たち全ての獣医師は体力をつけ、活躍しなければならない時代がすぐそこに来ていると言うことを念
頭に置きつつ、再任の挨拶といたします。引き続き２年間の任期を全うすべく、努力して参る所存でござ
います。よろしくご協力重ねてお願いいたします。
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副会長再任あいさつ

副会長　吉　田　勝　也

　去る６月26日に開催された公益社団法人茨城県獣医師会の第９回総会において、副会長に再任されま

した勤務退職者支部の吉田でございます。多くの会員の皆様のご信任を頂き、引き続き重職を担うことと

なりました。もとより非力ではございますが、誠心誠意、会の運営に努力いたしますので、会員の皆様方

のご指導、ご支援を頂けますよう宜しくお願いを申し上げます。

　公益社団法人としての認可を受け、新たな歩みを初めて４年が経過、狂犬病予防法に基づく狂犬病予防

注射の適正な推進や、犬・猫を対象にした避妊及び去勢手術に対して助成するペット繁殖防止助成事業、

盲導犬に対する支援、更には動物愛護啓発活動等々の公益事業推進により、茨城県獣医師会の取り組みに

対する県民の皆様方の認識も、徐々にでは有りますが、高まってきていると確信をしております。今後と

も、この様に公益性の高い事業を積極的に推進する事などにより、地域に根差し、地域に貢献する公益団

体を目指して参ります。

　しかしながら、少子高齢化社会の進行によるペット飼育頭数の減少や、畜産物輸入増による先行き不安

から畜産農家の廃業が増えるなど、斯界を取り巻く状況は年々厳しくなってきております。この様に目ま

ぐるしく変化する社会情勢に的確に対応出来る事業展開も、組織を円滑に運営する為には必要でございま

すので、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の趣旨から逸脱をしないという制約は

ありますが、より柔軟な事業運営に努めて参りたいと考えております。

　一方、獣医師会の会員構成は大きく分けますと、開業者会員、勤務者会員、勤務退職者会員等、幅の広

い構成で成り立っています。会の運営の在り方についても、立場の違いや各個人の考え方により、それぞ

れ求める方向に違いの在ることも否めない事実であります。

　しかしながら、私達は「獣医師」という同じ資格を持った仲間であります。この「絆」を大切に生かし、

多くの会員の皆様のご理解を頂ける会の運営を目指し、小林貞雄会長を中心に（執行）役員が一丸となり、

全力で取り組んで参りますので、ご協力方宜しくお願いを申し上げ再任のご挨拶と致します。
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副会長再任あいさつ

副会長　宇佐美　　　晃

　今回、二期目の茨城県獣医師会の副会長という重責をいただきました。
　本会は、平成23年に公益社団法人として認定され、組織改編し、新たな一歩を踏み出しています。「動
物の健康を守り、人の健康を守り、県民の皆さまの福利厚生に貢献する公益社団法人」として、会員獣医
師の皆さまの様々な職域を超えた大同団結により

『人と動物が豊かに共生できる社会の実現』
を目標に、小林会長のもと、全力を尽くしてまいる覚悟であります。
　具体的には、本会で行っている以下の事業をさらに推進していきたいと考えております。
１．狂犬病予防推進事業：狂犬病予防注射の接種率向上のためにも、私たち会員が、県民の皆様に我が国
が世界の中で数少ない狂犬病清浄国であることや、感染症としての狂犬病についての知識を広く啓蒙し
ていく必要があります。清浄国であるからこそ獣医師が防疫の努力をしていく事業であると考えます。
２．動物愛護事業：県内４ブロックでの動物愛護フェスティバル等の様々な事業に会員の皆様と共に取り
組んでいくことにより、県民の皆様に“生き物の命の大切さ”を認識していただける機会を提供してい
きたいと思います。
３．災害時における動物の同行避難：2011年の東日本大震災直後から、茨城県と検討を重ね作成してき
ました災害時マニュアルを今一度確認しながら、私たち会員が様々な災害状況においても迅速に発動で
きる体制の強化を図ります。動物の飼い主の方々には、災害時に備えた準備の必要性を会員の皆様から
も広く啓蒙していっていただきたいと思っています。
４．犬・猫の避妊去勢手術の助成事業：本事業は本会の大切な取り組みと位置付けています。
　　幸せにできない命を増やさないためにも、会員の皆様から飼い主の方々に適正な飼育の知識を広めて
いただき、様々な状況に応じて見直していきながら継続していきたいと考えています。
５．マイクロチップ装着助成事業：所有者明示の為の個体識別であるマイクロチップ装着は、ペットを守
る確実な身元証明であります。会員の皆様から飼い主の方々に装着のメリットや必要性を啓蒙していた
だき、一頭でも多くのペットへの装着の実施を目指し継続していきたいと思います。
６．盲導犬支援事業：県内の盲導犬のユーザーの方々の社会参加を支援するために、狂犬病接種助成以外
にも本会で取り組める事業の拡大に努めていきたいと考えています。現在盲導犬やユーザーの方に協力
をいただいて実施している、県内の小学校での「盲導犬キャラバン」事業についても会員の皆様と共に
広めていきたいと考えています。
７．小学校での動物ふれあい事業：命の鼓動を直接感じる事により、小さな命の大切さを子供たちに知っ
てもらい、“思いやりの心”や“いたわる心”を育んでもらえるきっかけとなる事業でありますので今後
さらに力を入れていきたいと考えています。
　公益社団法人茨城県獣医師会としてのこれからの取り組みが、ひいては会員の皆さま一人ひとりの獣医
師としての更なる地位の向上に結びつくことと確信しています。
　また、世の中の進歩に先んじて、「社会の中の獣医療」の在り方を会員の皆様から意見をいただきなが
ら産業動物・飼育動物・野生動物に関する新たな事業の展開も必要なことと考えています。
　会員の皆様のお力をお借りし、一歩ずつ確実丁寧に、事業を進めていきたいと思います。今後とも、ご
支援をよろしくお願いいたします。
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公益社団法人茨城県獣医師会第９回総会開催

第９回定時総会の概要
　日　時：平成27年6月26日（金）午前10時30分〜
　場　所：三の丸ホテル（水戸市三の丸2−1）

【小林貞雄会長挨拶】
＊茨城県獣医師会が公益法人に移行しまして、第9回総会を開催するに当たり、会員の皆様にはご多忙の
ところご出席を賜り、誠にありがとうございます。日頃から本会の事業活動と運営にご理解・ご協力を
賜り感謝申し上げます。
　また、本日は公務ご多忙の中、橋本知事さんをはじめ来賓の諸先生のご来臨いただき感謝の至りに堪え
ません。
＊本総会におきましては、平成26年度の事業報告及び決算の件、任期満了に伴う理事・監事選任の件に
ついて、ご審議をいただくこととなっておりますので、よろしくお願いいたします。
＊本会の公益事業にかかわる活動経費につきましては、皆様から頂戴しております会費が原資となって賄
われており、その中で従前の活動運営をしております。そのひとつに犬猫避妊去勢事業があり、少しで
も飼い主の負担が少なくなるようにと、現在1 ,000頭を目標に手術費用の一部を飼育者の皆様に支援し
ております。少しでも不幸な動物が増えないようにと願う取り組みであります。
＊災害が多々発生している現在、東日本大震災はじめ火山噴火、集中豪雨等々の自然災害発生時の飼育動
物の避難時における個体識別のためにも、マイクロチップの装着を推進しております。このことは東日
本大震災においても立証されております。
＊避妊去勢費用やマイクロチップ装着費用は、全体の額から比べますと非常にわずかな額ではございます
が、飼育者方々からは評価をいただいていると認識しております。特にマイクロチップの装着の推進に
ついては、平成27年度の事業は既に開始されておりますが、避妊去勢補助事業については、例年通り
の方法で検討されていることを、既に書面にて開業の先生方にはご案内しているところでございます。
＊本会は女性獣医師の問題を考えていくにあたり、今後開業者を含めたすべての女性獣医師との横の連携
を図って参りたいと思っております。
＊人獣共通感染症対策について、狂犬病、BSE、エボラ出血熱、そして特に最近マーズ感染症など、近年
新型感染症が話題になって来ております。これらの感染症対策については、本会と茨城県医師会と連携
をとって協議を進めており、新役員において具体的な検討を行い、提携を進めていくところです。
＊結びにあたり、本日ご臨席を賜りましたご来賓の皆様、そして会員の皆様の益々のご活躍とご発展を祈
念いたします。

【来賓祝辞】
○橋本昌茨城県知事
＊第9回総会が大変盛大に開催されますことに心からお慶び申し上げます。皆様方には家畜衛生及び公衆衛生
の推進、畜産業の振興、動物愛護の推進等々のために大変ご尽力を賜っておりますことに御礼申し上げます。

会 務 報 告
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＊本県の農業生産額の26％が畜産であり、その中で常陸牛の出荷頭数が12年前に比較して伸びてきてい
ます。畜産業の発展のために皆様方にご尽力をいただきたいと存じます。
＊鳥インフルエンザ等が蔓延したときの対策として、先般建設業界と県との間で防疫業務に関する協定を
結び、いざ何かあったときには、建設業界の方たちがこぞって馳せ参じていただく体制ができたところ
であります。
＊小動物につきましては、いつも犬の殺処分頭数が問題になっています。殺処分頭数は全国で下から2番
目となりましたが、これから先、さらに静岡県と犬の引渡しに関する協定を結び、茨城県から子犬を持
って行き、向こうで譲渡をしてもらうという事業を進めているところです。なんとか少しでも殺処分頭
数を減らすようやっていきたいと思っており、県の計画の目標が達成されていますので、目標をアップ
して、さらに殺処分頭数の減少に取り組んで参ります。
＊昨年この場で公務員獣医師の待遇改善についてお話をいただきました。今、一部ですけれども既に実施
しており、これからさらに色々と進めて参りたいと思っております。公務員の獣医師をはじめとして、
獣医師の皆様方の待遇・処遇をしっかりしていくということは、ひいては先ほど申し上げました公衆衛
生や家畜衛生のためにも、大変役立つことではないかなと思っておりますので、皆様方のご要望を受け
まして、これからも検討して参りたいと思っております。
＊今後ともよろしくお願い申し上げますとともに、県獣医師会のご発展と皆様方のご活躍をご祈念申し上
げます。
○次の来賓3名の方から祝辞（内容省略）
　　田所嘉徳（衆議院議員・自由民主党茨城県支部連合会会長代理）
　　藤田幸久（参議院議員・民主党茨城県総支部連合会会長代理）
　　藏内勇夫（公益社団法人日本獣医師会会長）

【来賓紹介】
　　井上　計（茨城県農林水産部次長）
　　鈴木睦夫（茨城県保健福祉部生活衛生課技監兼課長）
　　永田　裕（茨城県農林水産部畜産課長）
　　潮田元男（茨城県生活環境部環境政策課長）
　　池田知道（茨城県農業共済組合連合会業務第二部長・会長理事代理）
　　佐野元彦（公益社団法人茨城県畜産協会専務理事・会長代理）　　

【議事経過】
１　開会の辞　吉田勝也（副会長）
２　物故会員に対する黙祷
３　挨　拶　　会長及び来賓挨拶
４　表　彰　　会長から感謝状と記念品を授与
　　（１）平成26年度狂犬病予防注射業務功労者…　藤原瑛久（第６支部）
　　（２）平成26年度学術功労者　　　　　　　…　山下　薫（農林水産部支部）
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５　議長選出
　　議　長　　山室　司（第10支部）　
　　副議長　　庄司　昭（勤務退職者支部）
６　議事録署名人　定款により出席理事が記名押印
７　書記任命　中野真紀子（事務局）
８　議　事　　後記のとおり
９　閉会の辞　宇佐美晃（副会長）

【充足数報告】
総正会員数648名、うち本人出席81名と委任状提出349名の合計出席会員数は430名で過半数以上に達
しており、本総会が成立する旨議長より告げられた。

【総会提出議案】
　Ⅰ…報告事項　　
　　平成26年４月１日から平成27年３月31日までの事業年度に係る事業報告の件
　Ⅱ…決議事項
第１号議案　平成26年４月１日から平成27年３月31日までの事業年度に係る貸借対照表、正味財

産増減計算書及び附属明細書並びに財産目録承認の件
　　第２号議案　任期満了に伴う理事・監事選任の件

Ⅰ 報告事項　　
　　平成26年４月１日から平成27年３月31日までの事業年度に係る事業報告の件

　１　動物愛護に関する公益事業
（１）人獣共通感染症対策事業
　 狂犬病予防注射事業
　　通期定期集合注射実施頭数… 50 ,5 8 0頭
　　通期個別注射実施頭数… 66 ,9 1 7頭
　　門票作成配布枚数… 165 ,0 0 0枚
　　盲導犬注射費用助成頭数… 17頭
（２）動物愛護事業
　ア　ペット繁殖防止助成事業
　　　県内飼育犬猫を対象に避妊及び去勢手術を1 ,101頭実施
　イ　動物愛護啓発活動
　　・ペット無料相談やしつけ方教室を県内3か所で開催、延べ650人の獣医師がボランティア参加
　　・マイクロチップ埋め込み費用と登録費用を合計481頭に助成
　ウ　教育現場への支援

｝合計117 ,4 97頭
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　　　学校の動物愛護教育の相談事業として「学校獣医師制度」への支援
（３）研修・学術事業
　　関東地区獣医学会参加、獣医技術の調査・研修及び会報を年２回発行

　２　茨城県からの受託事業
　 飼育動物の保健衛生及び公衆衛生に関する事業
　　（１）と畜検査補助事業
　　（２）牛海綿状脳症検査補助事業
　　（３）食品に残留する動物用医薬品等検査補助事業
　 動物感染症対策の検査及び相談助言事業
　　（４）死亡牛牛海綿状脳症検査補助事業
　　（５）家畜伝染病検査円滑化推進事業
　　（６）獣医療提供体制整備事業
　 野生動物の保護に関する相談助言事業
　　（７）鳥獣野生動物救護事業
　 動物愛護に関する相談助言事業
　　（８）負傷動物応急救護事業

　３　福利厚生事業
　　（１）指定獣医師共済基金の運営
　　（２）会員の親睦推進
　　（３）会員等の表彰

　４　収益事業
　　笠間ペット霊園を動物葬祭事業者に賃貸

Ⅱ 決議事項
　第1号議案 平成26年４月１日から平成27年３月31日までの事業年度に係る貸借対照表、正味財産

増減計算書及び附属明細書並びに財産目録承認の件

　（１）貸借対照表（総括表）
資産合計… 271 ,4 1 1 ,5 2 7円
負債合計… 130 ,6 3 0 ,2 0 3円
正味財産合計… 140 ,7 8 1 ,3 2 4円

　（２）正味財産増減計算書
ア　一般正味財産増減の部
　（ア）経常増減の部
　　　経常収益計… 347 ,9 5 0 ,8 8 3円
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　　　経常費用計… 341 ,8 4 4 ,4 5 2円
　（イ）経常外増減の部
　　　経常外費用計… 44 ,0 0 0円
　　　当期一般正味財産増減額… 6 ,0 62 ,4 3 1円
　　　一般正味財産期首残高… 134 ,7 1 8 ,8 9 3円
　　　一般正味財産期末残高… 140 ,7 8 1 ,3 2 4円
イ　指定正味財産期末残高… 0円
ウ　正味財産期末残高… 140 ,7 8 1 ,3 2 4円

　　　
◆監査報告
　監査員4名を代表して川瀬晃監査員より、定款45条に基づき会長から提出された書類等を監査したと
ころ、その内容は適正であった旨の報告があった。

　＊第1号議案原案どおり承認された。

2025年問題
　2015年の今年は戦後７０年という大きな節目の年となり、安倍総理の戦後談話が国内外から注
目を浴び、話題となった。
　さて、10年後の戦後80年の2025年は、どんな話題がでるか。少なくても隣国とは歴史問題を
乗り越えて、より一層友好的で建設的な関係となっていることを願っている。
　ただ、2025年は国内にとっては深刻な状況を迎える。いわゆる“2025年問題”である。戦後
生まれの約800万人と言われる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、医療や介護等の社会
保障費の急増が懸念されている。
　私は団塊の世代に2年遅れで、後期高齢者の仲間入りとなるが、高齢者にとって住みよい社会が
続くことを願っている。今後、当然ながら若年世代に負担増とならないより良い社会保障システム
を築いてもらう一方、高齢者も一定の負担や辛抱をする覚悟は必要であろう。
　高齢者本人は勿論、家族や社会とっても、介護を必要としない自立した生活が出来る「健康寿命」
で傘寿・卒寿を迎えることは慶賀の至りである。
　なお、厚生労働省は、『平均寿命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を
意味し、その差は平成22年で男性9.13年、女性12.68年となっている』との報告をだしている。
そして、この差を縮めることができれば、社会保障負担の軽減が期待できるとしている。	 （KH）
　　（平成22年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：年

区　分 健康寿命 平均寿命 “不健康な期間”

男　性 70.42 79 .55 9 .13

女　性 73.62 86 .30 12 .68
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　第2号議案 任期満了に伴う理事・監事選任の件

　【理　事】（20名）

支部名 氏　名（役　職）
第1支部 岡庭　明彦 石川　賢治
第2支部 永瀬　修平
第3支部 宇佐美　晃（副会長）
第4支部 塚本　俊一
第5支部 小林　貞雄（会　長）
第6支部 飯村　昭次 田上　宣文
第7支部 上野　智章
第8支部 千装　　勉
第9支部 安藤　泰正
第10支部 山室　　司

保健福祉部支部 神谷　眞澄 松本　　徹
農林水産部支部 小松　友一 栗山　伸人
勤務退職者支部 吉田　勝也（副会長） 湊　　節雄 比氣　正雄（専務理事）
団体支部 立原　隆一

　【監　事】（4名）

区　　分 氏　　名
地域推薦（第5〜8支部・県南地区） 河合　克昭

専門監事（税理士） 影山　眞一
職域推薦 大串　勝輝
会員外推薦 吉井　　豊

　＊第2号議案原案どおり承認された。

◆引き続き別室において、新任理事による理事会が開催され、会長、副会長及び専務理事が前記のとおり
選定され、総会会場において報告された。
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行政機関情報等

平成27年9月関東・東北豪雨にかかる動物救護対策

茨城県動物指導センター　佐　藤　要　介

【はじめに】

　この度の水害にて被災した方々へは、心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早く元の生活に戻る
ことができますようお祈り申し上げます。また、動物救護対策として、被災した動物の一時預かり、出張
診療等に注力し、飼い主の様々な要望に応えていただいた会員の先生方には、この場を借りまして深く感
謝申し上げます。１月半を過ぎた今も、３ヶ所の避難所に犬猫が十数頭同行避難している現状にはありま
すが、当センターでの定期的な巡回を続けております。今回の水害に対する当センターの取組み等を報告
いたします。

【センターの取組み等】

１　発災日から３日間
・ペットとの同行避難の状況等について、県保健福祉部生活衛生課を
通じて県災害対策本部から情報収集に努めた。
・被災動物への救援物資について、ホームページ上で支援を呼びかけ
た。
・常総市の混乱した状況に鑑み、つくば市、守谷市等周辺の市と連絡
を取り、常総市民の被災動物の支援として、支援物資の提供を行った。

２　発災４日目から５連休前まで
・避難所の状況確認のため巡回を開始した（毎日、常総市内の避難所は全て巡回した）。
・９月15日、石下総合体育館の県ボランティアセンター内に「動物救護本部」
を設置した。

・当センターあて支援物資が届き始めた（MAX：104口受付／日）。
・支援物資の量に対し被災動物の頭数が少なかったので、９月18日をもっ
てホームページ上に支援物資の受入れの一時休止を掲載した。

３　５連休（９月19日〜23日）の週
・避難所の規模等により巡回頻度を変更した。
・発災当初と比べ、避難者が徐々に元の住居等へ戻り始めた。
・一時預かり、薬の処方等に係る要望が聞こえるようになった。

４　５連休の週以降から発災後１月（10月９日）まで
・避難所への巡回は、毎日から週２回へと変更した。
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５　発災後１月以降
・避難所への巡回頻度は週１回に変更した。
・公営住宅の入居支援が始まり、住宅確保におけるペット問題が浮上して
きた。

【終わりに】

　平成23年３月に発生した東日本大震災を経験し、多くの飼い主とペットが離れたまま避難生活を送る
ような不幸な事態に陥ることがないよう、本県では同行避難を前提とした「茨城県災害時愛玩動物救護ガ
イドライン」及びそれに付随する「愛玩動物救護マニュアル」を策定した。地震と水害は質の異なる災害
であるが、当該ガイドラインの実行性に課題があると感じた。
　当該ガイドラインでは、平常時、発災時等ある一定の期間別に基本的な対応の考え方について定め、平
常時には、避難所におけるトラブル解消を目的としたしつけ方教室の開催、発災時を想定したボランティ
アの募集等を規定し、発災時には救護班、獣医療班及び避難所支援班に分けてそれぞれの活動内容を規定
しているが、特に発災時の対応については、実際の内容とは乖離しており内容の変更、追加をしなければ
ならないと感じた。
　平成27年10月末現在、対応については継続中であるが、今回の災害対応を踏まえて、内容を十分に検証し、
会員の先生方のご意見もお聞きしながら、災害時における動物救護対策を進めていきたい。

「縮小社会」でもよい
　少子高齢化・人口減少・経済停滞。以前の右肩上がりの目覚ましい経済発展で、活気に満ちた
時代から見ると、現在は縮小社会で、些か寂しい感じはあるが、そんなに悲嘆にくれる必要はない。
　グローバル化時代で、競争原理・市場原理が世を支配し、人々の心は荒んでいる。富は一部に
集中し、一般市民は蚊帳の外。企業は利益追求に血眼。超一流の会社でさえ、経理をごまかした
りしている。利益が上がれば、莫大な社内留保（350兆円）を蓄え、労働者への還元は微々たるも
の。うつ病や過労死が多発。これでは若い世代が、張り切って子供を沢山産む「下地」など整って
いない。
　こんな情勢の濁流から逃れ、静かな山村にＩターン・Ｕターンして、ささやかに芸術製作や農牧
畜に励む人々がいる。新しい交流の輪も広がり、新たな文化が生まれる。人口分散こそ最重要課題だ。
大都会に人口の一極集中をもたらした弊害は、長年政府の無策の果てだ。首都移転なり、道州制導
入などで、人口の平均化を図れば、縮小社会などと嘆いている暇などないはずだ。経済発展に目が
くらみ、環境破壊の強烈な反省が先ず必要。それから再出発すれば、成熟社会と言える。	（Ｓ・Ｓ）

こぼればなし
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畜産課からのお知らせ

茨城県農林水産部畜産課

家畜衛生・安全グループ

詳しくは下記にお問い合わせください
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癌と共存
　今の日本は、国民の二人に一人は癌になり、三人に一人は癌で死亡すると言われる。昔は本人
に告知しなかったり、病名を隠したりしていたが、今はしっかり告知し、本人が認識の上、がん
と向き合って生きる時代となった。
　私も二つの癌（2000年前立腺・’14年膵臓）の手術を受けたが、いずれも超早期発見・早期治
療のため、回復も早く、後期高齢者でも、仕事・趣味に情熱を燃やし続けている。
　がん細胞は決して簡単には死滅しない。しつこく生き残り、再起のチャンスを狙っている。な
らば適切な処置を施し、敵と同居もやむを得ず、暴走を食い止めながら共存の道を選ぶ他ない。癌
と仲良くなどしたくはないが、暴走を抑え、強烈な副作用などなければ、健康に近い状態を維持し、
目を輝かせた人生を送りたいものだ。
　「ピンピンコロリ」が理想…などとよく言われるが、後期高齢とはいえ、何かしっかり目標を持
って生きているからには、それを成し遂げる途中でプッツンはゴメンである。昨日まで元気で急
にコロリはないだろう。ひ孫の顔も見たい。もっと高段の碁も打ちたい。コラムも書き続けたい。
科学の進んだ新世界も観たい。欲は深いが夢は持ち続けたい。高齢者は、がんや成人病が多少あ
るのはやむを得ない。あるならあるで、それを飼い馴らし、かかりつけの主治医や家族と一丸に
なって防衛線を張り、健康に近い体制を固め、自分のやりたい事を、ささやかながらも、やり続
けたいと思う。病気に滅入る事なく何事も前向きが第一。いつも厳格ではなく、ちょっとファジ
イに…。	 （Ｓ・Ｓ）

こぼればなし
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学 術 研 究

関東・東京合同地区獣医師三学会演題
日本産業動物獣医学会

大規模農場におけるヨーネ病対策の検討
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茨城県内における豚流行性下痢のウイルス動態調査
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豚の肺における Mycoplasma  hyorhinisおよび 
M.hyopneumoniae 保有状況調査
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　アユの稚魚は、春に川を上り、秋には川を下ることが知られている。
通例は一年魚だが、その川で留まり冬を越すものもある。アユの語源
は、古語「落ゆ」(あゆ)の落るとか、落ちこぼれの意味を持つことに
由来する。また、古書『日本釈名』には、アユは「あゆる也」とし、

あゆるとは落ちるの意味である。としている。更に別の古書では、小さきことを「あ」と言い、白
いことを「ゆ」と言ったことから小さく白い魚でアユと呼ぶようになった、と言う説もある。鮎は、
ほかに「年魚」、「香魚」、「記月魚」、「細鱗魚」、「渓鰮」等の呼び名がある。因みに鮎と言う字は、
神宮皇后が鮎の漁の多寡で占いをしたことに起因して作られた字で日本製の字とされている。
　現在の愛知県の愛知も鮎に関連した名称とされており、尾張の国、吾湯市邑（あこちむら）は、
鮎の産地として知られていた。この吾湯市邑（あこちむら）が愛智に替わり更に愛知になった、と
も言われているが真偽は不明である。
　英名　　エーユ　an…ayu…;…a…sweetfish　　　仏名　アユー　　　獨名　フォレレ… （TS）

動物名のルーツを探る（シリーズ31　アユ）

アユ　　　鮎

一般印刷（名刺・封筒・伝票・チラシ・ポスター等）
販促グッズ（ポケットティッシュ・クリアファイル・うちわ等）

　 ㈲クリエイティブサンエイ
☎029-288-7778　FAX.029-288-7801

クリエイティブサンエイ オリイト検索 検索城里町那珂西1879-5 商標登録第5786560号

オリジナルワッペン
タオル・シャツ・ブルゾン等
刺繍・プリントの事なら

デザイン印刷部門

刺繍・プリント部門

⬆ ⬆
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日本獣医公衆衛生学会

と畜場の製氷機及び内臓等を冷蔵する氷雪の衛生状況調査
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茨城県内のイノシシにおけるＥ型肺炎ウイルスの汚染状況調査
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LC/MS を用いたペニシリン系およびテトラサイクリン系抗生
物質の同時分析の検討
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国内広域展開の動物用医薬品ディーラー
人と動物の健やかな共生環境づくりに貢献します

〒441-8021
　愛知県豊橋市白河町100番地
　
　TEL 0532-34-3821
　FAX 0532-33-3611

本 社

・東日本支店
　児玉、前橋、松本、旭、茨城、栃木
　東京、大宮、宮城、福島

・中日本支店
　豊橋、安城、浜松、沼津、岐阜、名古屋

・西日本支店
　広島、福山、山口、米子、岡山
　大阪、京都

営業所
所在地

http://www.asco.sala.jp

ネアンデルタール人・新知見
　我々ホモ・サピエンスが原人ホモ・エレクトウスから分岐したのは、ほぼ20万年前。それより
ほぼ１０万年前、ネアンデルタール人は同じ親からアフリカで生まれ、今から２万４千年前、滅
亡するまでヨーロッパ、西アジアなどで生息し、ホモ・サピエンスと数千年間、同じ地域で旧石
器時代を過ごした。
　洋の東西を問わず、昔から歴史の勝利者は、敗者を酷くコキ落とす傾向があった。英語の
Neanderthalは「愚か」「野蛮」を意味し、最初から見下げた命名であった。今日、ネアンデルタ
ール人に関する最新科学による研究報告は多数あり、交流前から石器は当時のホモ・サピエンス
と大差なく、大脳は我々より100㌘も大きく、装飾品や線刻画等クロマニヨンと大差がない。骨
や歯石などから食べ物もほぼ同じ。言語中枢を司る遺伝子も、なんら劣るものではない…との報
告が次々発表されている。
　それではネアンデルタールはなぜ滅亡したか？
　それは圧倒的な人口差である。少数の彼らは押し寄せてきた新人に混血吸収され、青い目、白
い肌、金髪等を現代人に残したといわれる。ネアンデルタールの遺伝子は現代人に2.1％残され
ている。	 （Ｓ・Ｓ）

こぼればなし
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愛犬チャッピー18年の生涯（その３）

勤務退職者支部　　諏　訪　綱　雄

８　チャッピーとの散歩

　チャッピーが我が家に来た頃、私は69歳ぐらい
でしたから、子犬ぐらいの散歩には、未だ未だ十
分に対応することが出来ました。見和3丁目の家
から河和田の旧道を通り、大塚池までの散歩は楽
なものでした。踏切の設置もされていない狭い道
幅の旧道で、車は通ることも出来ない常磐線を横
断する近道を新発見するなど、更に思いがけなく
散歩中に河和田の細道で、その昔、徳川家から民
間薬「司命丸」の製造を許可されたという古い高倉
家の旧家を訪ねるなどして散歩も楽しいものでし
た。この薬は万病に効果ありとされ、徳川の時代
には、津軽、秋田、八戸、高松、徳島等の諸国に
販売されていたそうです。
　それはさておき、チャッピーとの散歩を随分と
楽しんだものでした。時には千波湖や偕楽園まで
脚を延ばすことも、しばしばの事でした。
　でもその数年後には、毎日の散歩も私の年齢と
共にコースは、次第に短距離になっていったよう
でした。散歩コースは、大体決められていて比較
的長距離のコースのAコースは３㌔〜4㌔ぐらい、
Bコースは2㌔ぐらい、Cコースは１㌔ぐらいと決
めていました。自分のその日の体調と天候によっ
てコースは決めるようにしていたのです。

９　壮年期のチャッピー

　10歳ぐらいの壮年期の頃のチャッピーは、成犬
としての貫録も出て来たようで、その振る舞いも
堂々としていました。夏の頃の暑い時期には、庭
の松の木陰に100円ショップで買って来た中国製
のスダレで日陰を誂えてやりましたが、その場所
がとても気に入ったらしく、この木陰で一日中過
ごしていました。

　しかし、この場所は松の木の下で雑草も多く、
いろいろな害虫の寄生も多かったようです。特に
大変だったのは、マダニの寄生でした。朝のブラ
ッシングの時などに血を吸った黒豆ほどに大きく
なったダニがポロリと地面に落ちることが、しば
しばありました。おそらくは散歩の途中にダニが
寄生してきたものと思われます。マダニの駆除の
為にいろいろな駆虫剤を試して見ましたが、完全
に抑えることが出来ませんでした。市販のダニ駆
除の薬剤ジムピラートを滲み込ませた首輪も使っ
て見ましたが、一週間程度継続すると急に食欲が
低下する傾向がありましたので継続使用は出来ま
せんでした。そのほか背中の被毛の中にジョチュ
ウギクエキスやフェノトリン製剤で滴下法の駆除
剤も使って見ましたが、あまり効果は無く、結局
ダニは人手でこまめに採ってやるしかなかったの
です。
　このマダニは、チャッピーが死んでからも庭の
芝生や雑草の中に生息し、その翌年になっても、
暫くの間、庭の雑草の中に生存し、しばしば草取
り作業の際に、自分のズボンやシャツなどに付着
しその駆除に困惑したものでした。

随筆・随想等

夏の日は木陰で過ごす
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10　チャッピーの友達

　チャッピーとの散歩途中で他の散歩中の犬の仲
間たちと友達ができましたし、犬同士でも気の合
ったものと気の合わないものが居ることも新しい
発見でした。

　（1）スピッツのケンチャン
　小型犬のスピッツのケンチャンは、チャッピー
が７〜８歳の頃に家の前をよく散歩していたワン
ちゃんでした。あのスピッツ特有のフサフサした
白い軟らかい被毛は、夏の暑いころは刈り取られ
丸裸にされ体は二分の一ぐらいになるのです。そ
の反対に冬は、ふさふさした毛でまん丸く大きく
感じられました。散歩中には必ず家の前で必ず足
を止め、チャッピーと垣根越しに交友を深めてい
ましたが、まだ小さい子犬でした。この子はチャ
ッピーが大好きだったようで、遠くの自分の家か
ら脱走してチャッピーのところに遊びに来ていま
した。そのたび毎に、チャッピーの引き綱で、遠
くのケンチャンの自宅まで、連れて行ってやるの
が大変な事でした。
　（2）ダックス・フントのクッキーちゃん
　ダックス・フントのクッキーちゃんは、老齢の
一人住まいの品のいい、ご婦人が散歩に連れ歩い
ているワンちゃんで、お天気のいい日には、必ず
午後から散歩に出て来るのです。おとなしいワン
ちゃんでチャッピーとも大の仲良しでした。クッ

キーちゃんの家の前を通るときには、チャッピー
も必ず「ワンワン」とクッキーちゃんを呼ぶのです。
クッキーちゃんも家の中から返事を返しているよ
うでした。犬の感の鋭さに感心した事も、しばし
ばの事でした。クッキーちゃんはその体型上脚が
短いので、夏の暑い時期には、日差しが苦手で熱
中症になりやすいからと、散歩は日が落ちてから
が多かったようです。アスファルト道路の反射熱
は、短足種にとっての悩みのようでした。またこ
の種は、腰椎ヘルニアを起しやすいので注意する
ようアドバスしていました。
　（3）マンションの甲斐ちゃん
　家の裏に建てられている穴吹マションの部屋の
中て飼われている日本犬の雑種犬甲斐ちゃんも、
良く児童遊園地で出会うワンちゃんでした。甲斐
ちゃんは、初めてチャッピーに会ったのは未だ２
歳ぐらいの頃でした。マンションの中で飼われて
いるため、手入れが行き届いていて、毛並みも綺
麗でした。よく遊園地の中を二匹でじゃれ合って
遊んでいたことが思い出されます。
　（4）農家のムク
　近くの農家に飼われているムクとは、どうも性
分が合わなかったのか、会う度にいがみ合う仲で
した。散歩中に出会いそうになると、お互いに先
行させたりして、出会うことをなるべく無いよう
に努めたものでした。

11　老年期のチャッピー

　ある日のこと何時ものように散歩コースを歩き
ながら、ふと気づいたのはチャッピーの尻尾の位
置でした。何時もだったら体の右側にあの太い尻
尾をフサフサと立てて歩いているのに、なぜか尻
尾を垂れ気味にしていることでした。元気のない
証拠です。これがチャッピーの老化現象の始まり
だったのです。そして、私の見た限りでは、その
老化現象は聴覚、視覚、臭覚の順に減退と消失に
繋がっていったようでした。

15歳頃のチャッピー
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　（1）聴覚の老化
　チャッピーの老化現象が始まったのは、16歳ぐ
らいの時からでした。老化現象の始まりは、聴覚
の減少に気付いた頃からでした。普通、犬の場合
聴覚は人間の4倍ぐらい音が聞こえると言われて
おります。人間が10メートルところからの音は、
イヌでは40メートルまで先からでも聞こえるそう
ですが、小さな声でチャッピーと呼んでも聞こえ
ず、大きな声にだけ反応するようになったのです。
食事の時にスチール製の器に餌を入れこの食器を
叩いてカンカン鳴らして「ごはんだよ」と知らせる
のですが、家の裏などの少し遠いとこにいるとき
は、全く反応の無い時があるようになったのです。
この頃から、よく遠吠えをするようになりました。
耳がよく聞こえない事のストレスのためなのか、
解かりませんが夜昼構わず遠吠えをして、近所迷
惑なことでした。そんな時はチャッピーのそばに
行き「大丈夫だよ」などと声をかけてやると、落ち
着いたようでした。
　（2）視覚の老化
　聴覚の減少の後に来たのは視覚でした。この頃
には角膜も段々と白濁してきたようでした。引綱
で引いてやる散歩の時には、目立った不便さはな
かったのですが、引綱を外し庭に放してやると、
あちこちの角とか、植木にぶつかっていることが
よく見られたのです。犬の視力は決して敏感な方

ではないのですが、障害物に接触が起こっている
ことは、相当重症の視力障害と思われました。そ
れでも大好きだった遊園地に連れて行き、引綱を
外してやると遊園地の塀に沿ってゆっくりと、い
つも歩き回っていたコースをソロソロと懸命に歩
いておりました。その姿には、以前の颯爽とした
姿は、全く見られませんでした。可哀そうでした
が、この老衰現象はどうしてやることも出来ずに、
ただ見守っているだけで哀れでした。ただやれる
ことは、最後の息を引き取るまで付き合ってやる
ことのみと心の中で思っているだけでした。

　（3）臭覚の老化
　犬の臭覚は、人間の100万倍にもなると云われ
ているそうです。これは、臭覚神経細胞の数が犬
と人間では圧倒的に違うからだそうです。人間の
臭覚神経細胞数が500万個位だそうですが、イヌ
ではその数がなんと２億数千万個にもなるそうで
す。その神経細胞の数の違いが、匂いを嗅ぎ分け
る差になるといわれています。そのほかに犬の場
合、鼻以外にも匂いを感じる器官があるのです。
それは、ヤコブソン器官というもので犬の上顎前
歯の後部にあるそうです。そこでも、いろいろな
匂いを嗅ぐことができるのです。人間では視力が
発達したために、この器官は退化してその機能は
全くなくなったそうです。ヤコブソン器官の日本
名は、鋤鼻器（じょびき）といわれ、臭覚神経と完

16歳の頃、老衰の始まり

視力・臭覚の減少した頃
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全に独立した器官とされています。
　チャッピーの臭覚の減退が始まったのは、18歳
になってからでした。好物の鶏ささみの乾燥した
オヤツを与えても、鼻先とか口まで持ってゆくと
すぐに食べるのですが、少し離れたところに置く
とそれをなかなか探し出すことが出来なくなった
のです。そのうちに全く臭覚は無くなったようで
す。そのため、餌は口先に持って行ってやる必要
がありました。水飲みも同じように口まで持って
行ってやらなければ水も飲めないようでした。臭
覚の減退の傾向は、ほかの感覚よりその進行が速
かったと思われました。
　この頃になると起き上がるのも漸くで、歩くこ
とさえも出来なくなったのです。犬の輸送用のケ
ージの蓋を外しその中に毛布などを敷いて、おし
っこしても大丈夫のように吸湿紙を分厚く敷いて
その中に寝かしたのです。冬の寒い時期には、家
の中に入れ、比較的暖かい日は外に出し日光浴を

させるなど手厚く看病してやったつもりです。そ
のうちに自分で寝返りも出来ない状態で、寝返り
の要求は弱々しい、ワンワンの声で呼ぶのです。
あの元気なころを想像すると全く哀れな状態でし
た。自分の死を悟ったかのように静かに、静かに
寝ているだけでした。

12　チャッピーの死

　8月の後半で暑い日が続き、あちこちから熱中症
で倒れたとの報道が多く猛暑続きの日が続いたの
です。寝たきりのチャッピーには、扇風機の風を
送ったり、寝ている箱の中に冷却保冷剤を敷いて
みたりして、大変な思いをしたものでした。また、
栄養障害による被毛の汚れ、背から腹部に部分的
脱毛が認められるようにもなっていました。死の
１週間前のことですが、動かすのも大変でしたが、
お風呂場に抱きかかえ連れて行き、温水シャワー
で洗うことにしました。シャンプーは、犬専用の

太陽の寿命
　太陽は天の川銀河の恒星の一つであり、半径約70万㎞（約の意味は明確な境界がないから）。質
量は地球の33万倍。全ての惑星・衛星や準惑星などを加えても、太陽系全質量の99.96％を占
める。推測年齢は46億歳で地球と同じ。現在、中心部に存在する燃料の水素を50％「熱核融合」
で使い果たし、寿命のほぼ半分を過ごしたと考えられる。
　太陽は天の川銀河の中心から2.5万光年の位置にあり、銀河の中心を2.2億年かけて一周する。
太陽が前回、今の位置にあった頃、地球上では爬虫類から分岐して、「哺乳類」が誕生した。
　さて太陽が発する光のエネルギーは、中心核で４個の水素原子が核融合し、１個のヘリウム原
子に変換される際に発生するものである。１秒間に430万トンの質量が主にガンマ線という電磁
波に代わり、周囲のプラズマなどと衝突し、17万年かけ「緩やかな電磁波」に変換されて、太陽
表面まで浮かび上がり、「太陽光」として宇宙に放出され、地球では生命を育む事となった。
　太陽誕生の経過は、今の位置にあった先代の恒星が「超新星爆発」を起こし、燃えカスの星間物
質が徐々に再集合し、現在の太陽系が形成されたと考えられる。現在の太陽は先代よりも質量が
少ないため、再び超新星爆発を起こして「無」に帰する事はない。水素燃料を使い果たせば、ヘリ
ウムの核融合が始まり、「赤色巨星」となり、それも使い果たせば123億年の寿命を終え、炭素や
酸素の燃えカスからなる冷え切った「白色矮星」となって、さびしく佇む事となる。
　更に我が天の川銀河のお隣さんは超巨大な「アンドロメダ銀河」である。これが曲者。天の川銀
河に秒速300㎞の猛スピードで急接近中。今から40億年後には、我が天の川銀河と衝突し、完
全に吸収合併され、太陽も地球も、どうなる事か、皆目見当がつかないとの事である。	（Ｓ・Ｓ）

こぼればなし
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皮膚炎と脱毛症に効果のあるとされている、二硫
化セレンを含有する洗剤を使用し、その後温水で
幾度も洗い流してやったのです。麻痺していたの
か、動く元気も無くなったのか分かりませんが、
気持ちが良かったのでしょう。いつもと違う様子
で、おとなしくしていたようでした。もっとも元
気なころと違ってシャンプーを嫌がって暴れるこ
ともありませんでした。
　それから１週間も過ぎた夕暮れ時のことでした。

いつもの寝返り要求の泣き声が聞こえたので、「ど
うした。どうした」と、声をかけ乍ら寝返りをさ
せた時でした。その時です。突然の前身のショッ
ク性の激しい痙攣を起し、ぐったりとし意識を失
ったのです。急なことで心臓のマッサージを数分
間続けて見ましたが、再び息を吹き返すこともな
く、私の腕の中で息を引き取りました。これが18
年間も生きたチャッピーの大往生でした。

死の1週前の憔悴しきった感じのチャッピー

私のその日の日記　　（参考）
「9月3日（火）チャッピーPM5：15死す。
今年で18歳になったチャッピーが、PM５.15
に死んだ。一生懸命に看病したが、迫ってくる
老衰には、勝てなかった。今朝もビーフの缶詰
を半缶もガツガツ食べていたのに、この分では
まだまだ大丈夫かと思っていた。今までの経過
を見るとやはり相当に弱っていたのであろう。
寝返りも自分でできなかったので、もうそろそ
ろか、とも思ってはいたが、その日が今日だった。
娘の明子と二人で真新しい白のシーツの包み、
庭の片隅に懇ろに埋葬した。以前飼っていたマ
ルやミミと一所の処に。」　合掌

13　チャッピーがこの世を去ってから

　この年の６月に60年も一緒に暮らしていた妻を
病気で亡くし、その後を追うようにして、18年も
一緒に居たチャッピーも、その２か月後に死んで
しまいました。一人残された自分へのストレスは、
二重になって襲ってきたようでした。暫くの間は
気の抜けた、もぬけの殻みたいに一日中、何する
こともなく、ただぼんやりとテレビの画面を眺め
るとか、パソコンのゲームで暇つぶしにしている
ような状態でした。外に出るのは、お墓参りか食
料品を買いに近くのスーパーに行くぐらいのもの
でした。たった一人残され、家の中が急に広くな
ったようでした。そのストレスが暫く続き、気の
休まることもありませんでした。

　いつもの習慣で寝る前に、温めの温度のお風呂
にゆっくりと浸りながら定期的に送られてくる各
種の関係会報誌や雑誌を、時間をかけてゆっくり
と読むのが私の習慣でした。ある日、風呂に浸っ
て足を延ばし自分の脚を見て愕然としました。い
つの間にか細くなった自分の脛の細さに驚いたの
です。それは、風呂の中のお湯と光の屈折の影響
かと見直してみましたが、間違いなく脛は、細く
なっていたのです。チャッピーとの散歩が無くな
って、暫く歩くことをしなかったせいだったのだ
と思いました。思えば、チャッピーが居なくなっ
てから自分が散歩に行かなかったのは、今までチ
ャッピーと歩いた道を老人が、おぼつかない足で
散歩するのは苦痛だったのと、老人の一人歩きは、
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徘徊老人と思われるのが嫌だったからです。その
結果がこの脚弱になっていたのです。
　チャッピーとの散歩が自分の健康に、いかに貢
献してきたのかが分かった気がし、チャッピーと
過ごした日々が懐かしい気がいたします。それか
らは、毎日雨の日を除いて、一日千歩以上は必ず
散歩をすることを心掛けていますし、時にはカメ
ラを肩に、月々に咲き変わる花々を被写体にして
シャッター切り乍ら、チャッピーとの散歩道を今
は散歩しております。
　18年間のチャッピーとの散歩は、私の健康法の
一つであった事と18年も我が家の一員として家族
同様に付き合ってくれて有難う。と今は感謝、感
謝の気持ちいっぱいです。

後書き

　18年間も共に暮らした我が家の犬、チャッピー
について、その18年の記憶を辿りながら観察記録
の積りで、３回にわたって『茨城県獣医会会報』の
貴重なページを裂き掲載させて戴きました。
　私も獣医師の端くれですが、臨床経験が全くな
いため、臨床家の先生方から見られれば、ちぐは
ぐな文面が多数あったことと思います。その辺の
事情は、何卒よろしくご判断の上判読されるよう
お願いいたします。
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食肉の文化を考える

勤務退職者支部　　諏　訪　綱　雄

　人間がいつの時代から肉食を始めたのか、その

筋の学者の間では激しく議論されているが、はっ

きりとした説と結論は、未だに出ていないようで

ある。

　畜産に関係する者としては、常日頃この事につ

いて、常識として是非知っておきたい気がしてい

た。今回いろいろな参考書を漁り充分でないにし

ろ、食肉の文化についてある程度のことを知るこ

とが出来たので、その概要を紹介して見たい。

　人間が肉食を始めた起源は、ホモ属人類の誕生

と同じ頃であった、と言う説が近年有力になって

いる。その証拠には、北京原人の住んでいたとさ

れている洞窟や古代人の貝塚、古墳などから、い

ろいろな動物の骨が発見されている。その主なも

のは、イノシシ、シカ、クマ、ゾウ、ウマ、ウシ、

ウサギ等々の動物の骨が発見されているという。

　現代の食肉文化は、古代から人間の生活の中か

ら生まれてきたものであることは、否めない事実

である。しかも、その地域及び人種の違いによる

事が認められている。例えば宗教的なものや習慣

の違い、あるいは人間の心理的背景に起因するも

のや、また、その国における社会の法的規制によ

るもの等が考えられる要因とされている。

　宗教によるものとしてよく知られているのは、食

肉としての牛肉のタブーや豚肉のタブーがある。し

かし、これらのことも時代の流れによっては、何時

の間にか消滅してしまうものもある。時の流れが人

間の食肉の文化を変えて来たとも考えられる。

インド人の牛肉のタブー

　現代の社会で常識的に知られているものとして、

食肉のタブーは、インドであろう。国民の大多数

はヒンドウー教徒で占められ、その信仰の規律の

ため、食肉を忌避し菜食主義者が多いとされてい

る。その理由は、肉食を断つことによって、人間

が持つ本来の獣性を無くし、人間としての尊厳性

を保って行こうとするものであるとされている。

特に牛を食肉とすることはタブーで、その理由と

してインドの長い歴史の中で、牛は人間の仕事の

補助協力してきた温厚な動物であったことと、そ

の牛の生産する牛乳は、母なるものの子供を育て

る貴重なものとされ、牛はシヴァ神のシンボルと

して神聖化された為で牛肉を食することは、神を

冒涜するものと考えられるようになったとされて

いる。

イスラム教・ユダヤ教徒の

　　　　　　　　　　豚肉のタブー

　イスラム教徒やユダヤ教徒は、豚肉を食べるこ

とを禁止されている。その理由として豚は汚物や

泥の中を転げまわり、あるいは他動物の排泄物ま

で平気で食べることから豚の体内は、汚物まみれ

になっているとされ、そのためその肉も血液も不

浄なものとして食肉として禁止されている。しか

も豚肉だけでなく、豚肉を処理した鍋や調理器具

更に盛り付けた食器までも不浄なものとして取り

扱いを禁止している。

馬肉のタブー

　英語圏の国では、一般に馬の食肉はタブーとさ

れているところが多い。ユダヤ教やキリスト教の

宗派では馬肉の禁止のところが多いが、フランス
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ではイギリスと違って必ずしも馬肉はタブーでな

いところもあるらしい。我が国でも東北地方では、

かなり古くから馬肉は食べられてきており、九州

地方の馬刺しは、有名である。しかし、競馬関係

者や競馬愛好者の間では、馬肉は敬遠されている

傾向がある。

ウサギ肉のタブー

　ユダヤ教徒とユダヤ人のキリスト教徒は、何故

かウサギは不浄のものとして、その肉を食するこ

とを禁止している。しかし、ヨーロッパの諸国では、

ジビエ（狩猟鳥獣肉）としてウサギ肉を食用にして

いるところもあるし、野菜くずや穀物類で飼育し

たウサギは、肉用として使用する事もあるようだ。

しかし、最近では、ウサギをペットとして飼育し

ている地域では、食用とする事に抵抗を感じてい

るようなところもある。

犬肉のタブー

　犬肉の食肉文化を持っている国では、イヌをペ

ットとして飼う一方、食用に供することもあるよ

うだ。とくにお隣の韓国では、犬肉は「タンコギ」

と称し、夏場の暑気払いの体力つけのために食用

としているようだ。現在この習慣は、韓国の愛犬

家と犬肉嗜好者との間に紛争が絶えないというこ

とを聞いたことがある。

　2002年に日韓サッカーのワールドカップの開催

の時に、ＦＩＦＡの会長から韓国に対し、韓国の

犬肉の食用を禁止するよう要請したが、韓国の習

慣であることを理由にこれを拒否したと、言うニ

ュースが流れたことが思いだされる。

　また、中国では、イヌは一般的に食用とされ、

食用専用の「チャウチャウ種」が飼育されている。

また、スイスのある地域では、犬のジャーキーや

ソーセージが生産販売されているところもあると

いう。

　因みに2020年（平成32年）７月24日〜８月９

日までの東京オリンピックの開催が決定され、全

世界の164か国から4200人を超えるスポーツ選

手が参集することになっているが、その方々の食

事各国人種の違い、宗教の違いから食事内容も千

差万別になることが予想される。日本が真の「オ・

モ・テ・ナ・シ」をするには、食肉の事情にも精

通してトラブルの無いように心がける事が必要と

なるであろう。

　

日本人の平均寿命と食肉の関係

　今年の7月に厚生労働省から2014年の日本人の

平均寿命が、男性が80 .5歳、女性86 .8歳になった、

と発表された。世界の中でも一二を争う長寿国に

なった。縄文や弥生時代の平均寿命が30歳、江戸

時代に45歳、昭和22年の頃には、52歳になり今

では、80歳にまでなった。このことは、医療技術

の進歩もさることながら国民の食変化、特に食肉・

乳製品等のタンパク質食品の摂取が、この長寿国

になったことは、否めない事実であろう。

　このことについては、後日更に詳細にデーター

を示して触れて見たいと思っている。

　ただ心配なことは、食肉国アメリカのように過

剰栄養摂取は、国民の肥満に繋がり、偏った過脂

肪摂取が飽食アメリカを生み出してきたことであ

る。現代のように我が国でも飽食時代になりつつ

あり、厳重に注意する必要があるものと思われる。

　理想的なバランスの取れた我が国の食事の和食

が見直されている今日、各自が健康に留意した食

事を心がけ、食品の選択に各自が関心を持っても

らいたいものである。
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吾 が 画 歴
税理士法人しまだ　　　　　　　　

代表社員　　渡　部　良　一
（（公社）茨城県獣医師会　前専門監事）

序幕

　むかし、漫画家になろうと朝日グラフに投稿し
たのは、高校３年の時である。昭和26年頃だ。
　ペンネームは、お寿司のトロが好きだったので、
とろ良平と自称した。茨城弁で、トロ良かっぺえ
ーとなる。
　然し、何度投稿しても、さっぱり採用されず、諦
めて国家公務員の試験を受けて、税務職員となった。
　でも、漫画は、自称漫画家と称して、いろいろ
な会報広報誌からの依頼を受けて、画いた。
　現在も、青色申告会の会報に４コマ漫画を連載
しているが、11月号で連載181回になる。

暗転１

　昭和42年にマイホームを建てた。そして応接間
に油絵を飾ろうとしたが、小さい絵でも結構な値
段であった。よし、自分で画いてやろうと、「油絵
の画き方」という本を買って、画材を集め、独学
で画き始めた。何枚かの習作の内、F20号の静物
画を昭和50年度、勝田市展（現在、ひたちなか市展）
に出品したら、「市長賞」を受賞した。
　アトリエはなく、廊下の片隅をアトリエと称して、
キャンバスにむかい、翌昭和51年にF30号の静物
画を、大蔵省（現　財務省）全国展に出品したら、
特選１席（全国１位）となり大臣表彰を受けた。
　翌年、意気揚揚とF80号を県展に出品し、優賞
を受けた。その後、40年絵は画き続けている。プ
ロ型アトリエを建てて…

暗転２

　中世ヨーロッパの城は、石造りである。然し、
城には窓がないので、窓にみたてて風景画を飾っ
たという。

　恰も、そこに窓があるように、外の景色が見えた。
　これが西洋画の始まりといわれる。城主の王様
にやとわれた画家は、宮廷画家といわれ、風景画
や肖像画を画き、裕福な境遇だった。名作といわ
れる作品は、世界中の美術館に現存する。

暗転３

　私の油絵は、西洋画でなく、東洋画である。油
絵は材料全て西洋のもので、それで画かれた絵は
西洋画となる。
　私の油絵は、材料は西洋のものだが、画かれた絵
は、東洋風の精神を表現したものであると自称する。

略　歴
昭和６年10月… 茨城県日立市に生まれる
昭和36年… 税務大学校本科　卒
平成２年… 退官　税理士登録
平成20年… 税理士法人しまだ　代表社員

現在に至る
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「 水 」の 起 源 を 探 る

勤務退職者支部　　菅　原　茂　美

　人体の70％は水である。ではその「水」は、ど
こから来たのか？海はどうやってできたのか？命
溢れる水の惑星は永遠なのか？
　地球の表面のほぼ３分の２は海である。地球が
誕生して約46億年。浅い海の底で、有機物・水・
熱などを原料として、生命が誕生してほぼ40億年。
単細胞時代を30億年経過して、今から10億年前、
やっと多細胞生物へと進化。命溢れる惑星へと発
展してきた。
　そしてついに3.6億年前、脊椎動物は上陸を敢行。
魚類→両生類→爬虫類→哺乳類と進化を遂げ、霊
長類の頂点に立った大型類人猿の中から700万年
前、直立二足歩行する人類は誕生した。
　生物の歴史は簡単に、しかも順調に進化を遂げ
て今日に至ったものではない。全生物の７〜９割
が絶滅するような大事件が、少なくとも直近６億
年間に５回も繰り返している。例えば4 .4億年前
のオルドビス紀末大量絶滅は、地球の超寒冷化が
原因であり、2 .5億年前のペルム紀末のそれは超温
暖化である。その他、海洋の酸欠や酸性化などで
あり、要するに他の惑星などによる重力干渉によ
り地軸が狂うなど、環境の急変に生物の進化がつ
いていけなかったという事である。そして大量絶
滅の後、必ず爆発的に新たな生物が大繁栄を繰り
返す。それが地球の生命史である。そして最後の
大量絶滅は、今から6500万年前、直径10㎞の巨
大隕石が、中米ユカタン半島に衝突してきて、全
盛を極めていた恐竜が滅亡した。
　恐竜が大繁栄の真っ最中、その陰で怯えて生き
ていたネズミ大の、しかも地球初めての恒温動物
「哺乳類」は、今から２億2500万年前に爬虫類か
ら分岐して誕生したが、恐竜が消えた後の空間を
埋めていく。その中で「食虫目」（モグラなど）の

中から、霊長類が生まれ、大型類人猿へと進化し、
今から700万年前、大脳容積450㌘ほどの「人類」
の元祖が誕生する。その子孫が今日、猛烈な勢い
で繁栄を続け、今や第６の大量絶滅を起こしかね
ない強烈な「環境汚染」を引き起こしている。
　生命史において短期間とは、百年や千年ではな
く、何万年という期間を言うのであり、今や人類
という異常繁殖をする動物により、大量絶滅が進
行中と言われ、それは自然現象ではなく、全く人
為的なものである。人類が1 .2万年前、農耕・牧
畜の定住生活開始から、今日の経済優先の不定見
な時代を経て、水銀や放射能で土壌や海を汚染す
る。しかも乱獲の限りを尽くし、やがて数万年の
中に第６回目の悲劇を起こしかねない現況にある。
　その人類が自己を認識し、地球や宇宙を認識で
きる頭脳を発展させた。そして「自分とは何ぞや」
と問いかける頭脳を獲得した。己の精神面の分析
は勿論だが、自分の体を造っている物質の起原は
一体どこなのか？深淵にして永遠の課題に挑戦し
たい。自分の体の７割（新生児80％、成人60％）
を占める「水」は、一体どこから来たのか？…（以下
細かい数字などは「日経サイエンス」15年６月号
他を参考）

＊
　【宇宙は、「時間」と「空間」の区別がつかない一
種の「無」の状態から忽然と138億年前（正確には
137 .8 8億年前）に誕生した。遠方の銀河がハッブ
ルの法則（遠くの銀河ほど遠ざかるのが早い）に従
って互いに遠ざかっているという観測事実が明確
になり、宇宙は膨張しているという結論が得られ
た。宇宙膨張を過去へと外挿し、スピード及び方
角から起始点を逆算すると138億年前、現在の「て
んびん座」の方角で宇宙は誕生した。宇宙の初期
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は全ての物質とエネルギーは、一か所に集まる高
温・高密度状態にあったことになる。この状態か
らの爆発的膨張を「ビッグバン」と呼び、それまで
科学者達は、宇宙は定常的なもので、宇宙膨張論
は空論であると考えていた。】

＊
　さて、宇宙を構成する成分だが、最新のデー
タによれば、暗黒エネルギー68 .3％、暗黒物質
26 .8％、原子4 .9％である。
【物質の成分にエネルギーとは腑に落ちない話であ
るが、アインシュタインの方程式《E＝mc2》によ
れば、物質とエネルギーは等価なのである。】
　夜、天空を眺めれば多くの星や銀河で満たされ、
いかなる元素で構成されようとも、地球の構成成
分とそうは変わらぬ物質で満ち溢れているように
見える。しかし、現在の物理・化学で人類が認識

している原子からなる実際の物質は、わずか５％
足らずで、その他は暗黒エネルギーや暗黒物質と
言われる。宇宙膨張のエネルギーは、既知の物質
の質量による引力（ニュートン力学）など全く通用
しない、想像もつかない言わば「マイナスの引力」
又は巨大な「斥力」という概念を導入しないことに
は理解できない事象とのこと。そのような力によ
り膨張を続けているという。そして宇宙は、無限
大に膨張を続けるのか、いつの日にか、そのエネ
ルギーも尽きて、逆に縮小に転じる（ビッグ・ク
ランチ＝すべての物質と時空を無次元の特異点に
収束する）のか、全く想像もできないとのことで
ある。

＊
　さて本論。「地球の水」はどこから来たか？
　結論からいえば現在、明確な証拠が十分出揃っ

大英帝国の幻想
　歴史や芸術など、私はトンと音痴であるが、科学論文など読むと、英国王立学会は、かなり傲
慢な感じがする。例えばダーウインの進化論はある程度理解はしたが、オメオメと引き下がるわ
けにはいかぬ。新進気鋭の考古学者がアフリカで化石人骨を発掘し学会報告すると、あんな野蛮
なアフリカで、この高尚な人類が進化するわけがない。もし、人類が下等な動物から進化したと
するなら、ヨーロッパ、少なくとも、この大英帝国において進化したに違いない…。そういう事
でボツにされた論文は多数あったという。後にその論文がミッシングリンクを埋める重大な発見
であったというのに…。
　ヨーロッパを統一市場で…ということで欧州連合（ＥＵ）は設立されたが、英国内にはＥＵ加盟
反対派が多数いる。ＥＵの基本原則は「域内の人の移動は自由」のため、ＥＵ加盟の東ヨーロッパ
からの移民が年々増え続けるのが気にくわない。２０１４年には26万８千人で、全移民の４割を
占める。これらの人々に英国人同様に社会保障制度を適用しなければならない。ならばＥＵを離
脱した方が増しだとの理屈である。
　英国は第二次大戦の戦勝国であるが、実質はソ連と米国に負う所が大きいのに、英国の独力で
勝利したと幻想する人が多数いるとの事。かつての大英帝国時代にアジア・オセアニアや米大陸
を植民地化した面影が、今でも残っている。「太陽の没する所がない」などとうそぶいていた時代
の幻想に今でも酔っている感じとの事。国民投票の結果は「ＥＵ離脱・継続」は半々である。自信
過剰と非難する評論家多数とか…。	 （Ｓ・Ｓ）

こぼればなし
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たとは言えないが、現在世界中の科学者により支
持されているシナリオは次のようなものである。
　現在宇宙を構成する原子の数からいえば最も多
い原子は水素（Ｈ）であり、２番目はヘリウム、３
番目は酸素（Ｏ）である。ヘリウムは化学的に不
活性だが、酸素と水素はすぐ結合し、水を作る。
（なお宇宙の元素の重量比では酸素62 .6％、炭素
19 .5％、水素9 .3％、窒素5 .2％の順である）。酸
素や水素を多く含む原始雲のガスは、太陽や巨大
ガス惑星に吸収されたが、それでも、太陽系の岩
石惑星に吸収される水分は十分過ぎるほど存在し、
地球の岩石にも水分は大量に含まれる事となった。
　我が太陽系の成り立ちは、まず現在の太陽があ
るあたりに先代の恒星が存在し、老化して爆死し、
宇宙空間に星間物質（塵埃＝燃えカス）となって飛
散した。それからしばらくして、今からほぼ46億

年前、まず現在の太陽の位置に飛散した物質が徐々
に集合し、その引力で次から次と物質を引き寄せ、
巨大な質量に成長し、その圧力により内部で核融
合反応を起こし恒星の卵が誕生する。太陽誕生と
同じころ、現在のガス惑星（木星や土星等）が太陽
を中心とした円盤上に次々誕生し、次いで、太陽
に近い部位に、重い元素からなる岩石惑星（水星・
金星・地球・火星）が誕生する。外縁部のガス惑
星や小天体には、水分が非常に多い。
　原始地球は砂粒が小石に、小石は岩石に、岩石
は更に多くの岩石を引き寄せ、更に微惑星などの
衝突を受け成長する。45 .5億年前、星間物質は太
陽と巨大ガス惑星を誕生させ、次いで、我が地球
など岩石惑星が誕生する。
　原始地球は、次から次と起こる小天体衝突の熱
により火球の状態であった。中心部は重い元素の

　イノシシは、牛目イノシシ科で、本州に生息する「ニホンイノシシ」
と沖縄の「リュウキュウイノシシ」が知られている。
　イノシシの本名は「イ」で「シシ」は附加語で獣類のことである。獣
類をシシというのは、狩をして肉（しし）を獲るとの意味とされている。
この「イ」と「シシ」で「イノシシ」となったらしい。
　『和名類聚鈔』には、家に飼うのを猪とし、山野に棲むものを山猪

あるいは野猪としている。なお、豚は紀元前古代メソポタミアで家畜化され、肉畜として改良され
たとされたものである。
　猪の仔は、体に褐色と白の縦縞模様がついているところからシマウリに擬えて、「瓜坊」とか「ウ
リンボ」とか呼ばれている。
　猪の肉を牡丹とか山鯨などと呼んでいるが、これは、江戸時代に獣肉を食うことを嫌って別名で
呼んだものが今日に至っている。
　四国地方では、猪の牡を[からい]雌を「うなう」と、また信州地方では、猪の巣穴を「あます」と
呼んでいるが、これらの意味は不明である。
　英名　　ワイルドボア　a…wild…boar　　　獨名　ヴィルトジュヴァイン…（TS）

動物名のルーツを探る（シリーズ32　イノシシ）

イノシシ　　猪
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鉄などが溶融した中心核を形成する。火球ではあ
っても「含水鉱物」の形でマントルに水分を保有し、
地球が冷えるに従い、内部の水分は表面に浮かび
あがってくる。しかし、地球誕生から、１億年（44 .7
億年前）して、火星大の微惑星（ティア）が地球に
衝突してきて地球内部まで揺らぎ、大気は吹き飛
ばされ、地球物質と微惑星の破片は地球周辺を周
回する間に合体成長して、「月」が生まれる。月は
地球の引力を脱しきれず、地球を回る「衛星」とな
って今日に至る。
　微惑星の衝突熱などにより失われた軽い元素や
水蒸気は、その後、続いて衝突してくる彗星や小
天体などにより、多くの水分が供給され、更に火
山活動により、岩石に含まれる水分が空中に蒸散
し冷却して、雨となって地球を冷やし、ついには
「海」を形成する事になる。しかし最近の研究では、
彗星は氷の塊のようではあるが、これが地球への
水分補給の主体ではないとする報告が多い。原理
は現在の地球の水分は、水素原子の同位体（重水素）
含有率は、彗星の水のそれより２〜３分の１と少
ない。彗星ではなく、火星と木星の間にある小惑
星帯（メインベルト）からの天体の衝突により、地
球の水分の大多分はもたらされたという報告が主
流を遂げつつあるとの事である。メインベルトに
は、纏めればおよそ１個の惑星に相当する質量の
小惑星・隕石などが無数にあり、多くの水分を蓄
えているという。
　さて地球が誕生して数億年経つと、メインベル
トからの重爆撃は急激に減少する。地球が冷却し
てくると、冷えた地殻は重いから沈みこみ、温め
られたマグマは上昇してきて火山噴火を起こし、
大陸は成長し、プレートテクトニクスで陸地が成
長・分裂を繰り返し、今日の大陸と大洋が形成さ
れた。地球表面の３分の２は海なので、どうみて
も水の惑星即ち「水球」と呼びそうなものなのに「地
球」と名付けた理由はわからない。
　大洋の平均水深は4000㍍で、地球の質量の

0 ,0 2％の水分を、更に岩石に含まれる水分も
0 .02％であり、地球質量の0 .04％が水である（た
だし真水は３％、海水97％）。水は地球表面の大
方を覆っているのだから、生命誕生には極めて条
件が揃っている事になる。

＊
　惑星に生命が誕生するためには、多くの条件が
揃わないと、奇跡は起きない。まず惑星の位置は、
太陽からの距離が重要である。近すぎれば、太陽
熱の放射により、水分は悉く蒸散してしまう。遠
ければ太陽の熱が弱くなり、水分は凍ってしまう。
丁度地球の位置が、水は固体・液体・気体の３態
をなし、液体の水は色々の物質を溶かす溶媒とな
り、生命誕生の必須の条件を備える。
　次に惑星の質量が問題である。軽く、引力が小
さければ気体を留めておけなくなり、水蒸気を含
んだ大気は宇宙へ逃げていく。
　更に、主星及び惑星誕生からの年数も重大問題
である。生命が誕生するためには、惑星が安定し
た条件が揃わないと、例え生命が誕生しても、長
く生存し続けることができない。
　主星からの距離・質量・年数等、多くの条件が
出揃って初めて安定した生命の星が誕生する事に
なる。それゆえ、太陽系８個の惑星で、生命誕生
が可能なのは、地球のみである。
　そして太陽系円盤の外周は、軽い元素が主体の
ガス惑星であり、地球のような生命誕生に適する
多様な元素が存在しない。あっても少ない。地球
こそ生命誕生に最も適した奇跡の惑星である。

＊
　さてそれでは、地球によく似た生命誕生に適し
た太陽系外の惑星は、いかほど存在するのであろ
うか？全ての恒星系に奇跡の惑星は存在するの
であろうか？科学者の推計によれば、我が銀河系
には2000億個の恒星が存在するが、地球並の生
命誕生に必要な条件の揃った惑星は、少なくとも
100万個は存在するという。我が銀河系に生命誕
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生に適した惑星が100万個も存在するのなら、地
球の生命誕生よりも、１億年や10億年も先行した
惑星があって当然。知的生物が発生し、地球より
百万年や１千万年先行する文明が存在してもおか
しくはないはず。当然、地球などよりも、はるかに
文明の栄えたエイリアンが存在する可能性もある。
　更にこの宇宙には銀河系が1600億個存在する
から、全宇宙には地球以上の文明が栄えた星は数
えきれないほど存在するはずとの事。とするなら
ば、先進文明を持つ宇宙人が、数百万年前にこの
地球にやってきて、地球生命の遺伝子操作を行い、
「いたずら」をしていてもおかしくはない話。彼等
はそっと呟く。どうやら地球というこの星は、人
類とやらが主導権を握りそうである。ならば、こ
の生き物の遺伝子を改変し（例えば利己的な遺伝
子の活性化）、戦争好きで、我慾が強く、弱肉強食
のろくでなしに発展するよう、温和な遺伝子の活
性を抑制し、戦争ばかりやって自滅するよう、い
たずらをしておこうではないか。人類とやらがこ
の惑星を不毛の地に荒廃させ、更地になったら、
先進文明の我々が簡単にこの星に移住できるよう、
予備地として操作しておこう。気が向いたら再び
やってこよう。いたずらをした後、彼等はマッハ
100（秒速33㎞）の超高速ロケットで自らは凍結
睡眠に切り替え、自動操縦で母星に帰って行った。
マッハ100でさえ光速の一万分の１の速さにしか
ならない。太陽に最も近い恒星でも数光年の距離
である。太陽系を脱出するだけでも半径1 .6光年
の距離を抜けなければならない。現実論として、
いかほど文明が栄えた惑星があったにしても、他
の恒星の惑星にまで遠征できる船団を組むことは、
おとぎ話に類する話である。しかしＵＦＯを見た
など作り話は多々あるが、ＳＦの世界に夢を膨ら
ますのもまた楽しいものである。
　それゆえ、宇宙人が地球人の遺伝子改変をやら
かしたとでも考えなければ、今日の人類のように
戦争ばかりやって幼稚な文明を築く「愚」を繰り返

すわけがない…と考えてしまう。人類は700万年
かけて脳味噌を３倍膨らました。その結果が俺さ
え良ければそれでよい…という利己的遺伝子の活
躍する文明を生み出した。綺麗は健康に良いと企
業が宣伝し、庶民はそれを信じ、洗剤や抗菌剤な
どで固めた生活に埋没し、ひ弱な抵抗力の少ない
新人類を生み出した。特に雄のひ弱さが強力に進
んでいる。Ｙ染色体はＸ染色体の10分の１であり、
ボロボロに崩れ去る寸前である。オスのいなくな
る世界。雌性生殖という繁殖手段を獲得しない限
り、地球上から人類という生物は消え去る。現在
の人類の雄は、そのひ弱さを否定しようとするの
か、空威張りで、戦争の止む時がない。
　この地球上で人類のみが、愚かな進化を続行中
である。他の動物を見ればこんな愚かな行動をす
る動物は他にいない。食糧があろうが無かろうが
異常繁殖を繰り返し、ちょっとした便利のために、
機械文明が、環境を荒らしまくる。愚劣極まりな
い生物集団である。

＊
　命の故郷「海」。母なる「海」。その海を愚かな
文明が汚染・破壊していく。過剰な人間活動が温
暖化を招く。集中豪雨や砂漠化を自ら招いている。
とめどもない欲望が資源を枯渇させ、絶滅危惧種
を増やしていく。特に我々脊椎動物は、これまで
進化する９割以上の時間を海で過ごした。それな
のに第６の大量絶滅の危機を、人類はこの手で進
行中である。海を讃える詩歌は多いが、それだけ
海は神秘的で、そのもたらす恩恵は深い。
　振り返ってみれば、滅亡していった古代都市は
幾多も存在する。その理由はいろいろあろうが、
その一つは、人口増加で農牧地造成や、住宅建築・
燃料にする為、森林は伐採された。雨が降っても
保水力がないため、水源が涸れる。加えて気候変
動で大干ばつが拍車をかける。今でも砂漠化の進
行は止まらない。悉く水不足が、繁栄した文明を
滅ぼしていく。私に言わせれば、異常繁殖をコン
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トロールできない人類の無能さが招いた結末だ。
　人類は、有頂天にならず、猛省の上、この世に

生を受けた意義を慎ましく考えるべきである。
　　　　　　　　　　　　　　（2015 .1 0 .1 6記）

火山噴火と人口動態
　日本列島は火山列島である。日本は世界の陸地の0.25％に過ぎないが、全世界の火山の７％に
当たる110の火山が存在する。気象庁はその内、特に警戒を要する47の活火山について、噴火
警戒レベル１〜５の警報を発している。
　富士山はレベル１（活火山である事に注意）、レベル３（入山規制）は阿蘇山と桜島で、レベル５
（避難）は鹿児島県の口永良部島（現在全島避難中）である。茨城県には火山はないが、関東ローム
層は古富士、箱根、浅間、男体、赤城山などからの火山灰で、赤褐色の粘土層である。
　昨年大被害を起こした御嶽山は現在レベル２であるが、全国活火山を取り巻く自治体の避難計
画はまちまち。早急な整備が重要である。
　特に富士山は年間30万人の登山客があり、1707年の宝永大噴火以来300年間も鳴りを潜め
ているが、1100年前の三陸沖貞観大地震の時は、その余震として、富士山も大噴火を起している。
直ちに厳重な警戒が必要であろう。
　縄文人は、日本列島に10万人いた。この密度なら大きな噴火があってもそれほどの被害はなか
ったろう。しかし今日では、噴火に比べたら遙かに規模の小さい集中豪雨の土石流でも、多数の
犠牲者が出る。時代に応じた対応が必要である。
　さて我々ホモ・サピエンスの祖先は、今から20万年前アフリカでホモ・エレクトゥス原人から
新人として分派誕生。その数５千人ぐらいと言われる。その新人の一部が今から７万年ほど前、数
百人の規模でアフリカを出、アラビア半島に定着した。この黒人群が現在の全人類の祖先である。
以降アラビア半島付近で１万人ほどに増えた時、インドネシアのトバ山噴火により、噴煙が成層圏
にまで達し、全地球に太陽光は十分届かず、植物は大量に枯れ、人口も千人ほどまで減少。それか
ら人類は世界に拡散。北東に向かった群はシベリアからベーリング地峡（当時陸続き）を渡り、南北
米大陸まで。東に向かった群はオセアニアにまで達した。古代の日本列島の住民は、ヒマラヤの南
周りで来た南方系縄文人と、北周りで来た北方系縄文人からなる。これを私は人類の「遥かなる旅路」
と名付けて、色々書いてきた。中東から更に北に向かった群は、現ヨーロッパで同じエレクトスか
ら30万年前に分岐したネアンデルタール旧人と混血。金髪や青い眼を受け継いだともいわれる。
　狩猟採集生活からメソポタミヤあたりで1.2万年前、初めて定住農耕が始まった頃は500万人
に増えた。文明が始まった5500年前には、１千万人。進展して1800年前には1.6億人に達した。
15世紀末、新大陸が発見され、トウモロコシやイモ類を多用。人口は増え、産業革命の頃は7.2
億人となり現在72億人となった。
　地球の人口支持力は120億人。人類の異常な繁殖力は、すぐその支持力を超えそうである。人
類に明晰な知能があるのなら、せめて狼なみの自制力を持って、自らの個体数をコントロールす
る機能を持たなければ、愚かな戦争を繰り返し、最悪、人類滅亡の大悲劇が待っている。
	 （Ｓ・Ｓ）

こぼればなし
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1

スマートフォンとCoineyリーダーで、かんたんにクレジットカード決済

Coiney

ﾘｰﾀﾞｰ

0円

初期導入費用

月額利用料
決済手数料

通常3.24％

※2台目以降、有料
（2,580円）

ご利用にかかる費用は決済手数料のみ。

高価な端末機は不要です。

最大月6回のスピーディーな入金サイクル

0円

+ 獣医師会様

特別レート

3.00％

対応カード

※上記4ブランドについては、2次審査によっ
て制限が入る場合があります

必要なものはこれだけ！

スマートフォン/タブレット

※ iOS/Android

+ +

Coineyリーダー Coineyアプリ

審査通過後に

お届けいたします

審査は最短２営業日

※詳しい対応端末、対応OSは、コイニーホームページにてご確認ください.→http://coiney.com/spec

獣医師会様専用 登録時間はわずか３分
申し込みURL： http://app.coiney.com/a/ibaraki-vma

インターネット環境があればどこでも利用可能

無料アプリ

お問合せ先：（株）クレディセゾン東関東支社

茨城県獣医師会様担当：亀田 弥生 kameda14527＠cs.saisoncard.cojp 070-6911-6362

小林 哲也 kobayashi15739@cs.saisoncard.co.jp 070-6911-6353

※コイニーのデモ希望、カードのお申込み・ご不明な点など担当スタッフまでお気軽にお問合せ下さい。

圧倒的コストパフォーマンスのプラチナカードをご紹介いたします。

※カードの限度枠設定については個別にてご相談させていただきます。年会費20,000円（税別）※

クレジットカードで医療機器や薬を購入するケースが増えています

獣医師の方であれば…イソップ薬品、森久保薬品、アスコ、ＭＰアグロ、モノリス…

先生は・・・

セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード

であれば

今まで、口座振替
や振込で払ってい
たなー。手数料も
かかるし面倒なん
だよねー・

① クレジットカードの１回払いであれば、手数料は0円！※お支払いは翌々月の４日になります。

② セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードならば、ご利用金額に応じてポイントが貯まります！

貯まったポイントをお支払い金額に充当させ、ご請求金額を減額させることも可能です！

またポイントではなくＪＡＬマイレージバンクのマイルをお貯めいただくプランもお選びいただけます！

③ 限度枠は個別枠対応しますので、一般的な法人カードよりも限度枠を高く設定し経費精算等を一本化

することが可能です！ ※審査により、対応ができない場合もございます。

④セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは他社のビジネスカードよりもカード年会費がお得です。

※年間200万以上ショッピングのご利用が
ある場合は、次年度年会費を10,000円
（税抜）に優遇いたします。
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「慈苑」ご案内図

有限会社ケイエス慈苑管理事務所
　　茨城県笠間市日沢46番地
　　ＴＥＬ 0296（72）5834
　　ＦＡＸ 0296（72）9009
　　○時間外連絡先 090-5807-6344

●お問い合わせ・お申し込みは下記へ……
公益社団法人　茨城県獣医師会
　　茨城県水戸市千波町舟付1234－20
　　ＴＥＬ 029（241）6242㈹

永遠の安らぎの地

慈 苑
ペット霊園

笠間の豊かな自然に囲まれた静かな霊園
営業時間
・平　　日　午前８：30～午後５：00
・土　　曜　午前８：30～午後４：00
・日曜・祭日　 午前８：30～午後４：00

至筑西

ヤマダ電機
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　本号に掲載のとおり、今年 6月の定時総会において役員が改選され、それに伴い会報編集委員にも交代

があり、下覧のとおりとなりました。このメンバーにて役員の任期と同様、約 2年間にわたり会報の編集

を担うこととなりましたので、会員の皆様の温かいご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　11 月発行の会報には例年、関東・東京合同地区獣医師三学会の演題を掲載させていただいております。

発表者の皆様には、多忙なルーチンの合間を縫って調査研究に取り組まれ、その成果を発表されましたこ

とに深く敬意を表します。

　本会報は、「会報発行要綱」に基づいて発行しており、学術的研究論文をはじめ関係情報や文芸作品等を

幅広く掲載することとしておりますので、会員の皆様にはぜひご投稿下さいますようお願い申し上げます。

　ときに、菅原茂美前編集委員長は戦前の昭和 10 年生まれで、今年 80 歳の誕生日を迎えられています。

前編集長の傘寿を心よりお祝い申し上げますとともに、会報の充実発展に 10 年間の長きにわたり多大な

るご貢献をされましたことに、会員一同心から感謝申し上げます。… （橋本邦夫）



問い合わせ先 

引受保険会社 

〒100-8965　東京都千代田区霞が関3-7-3 
TEL.03-3593-6453  FAX.03-3593-6751 
受付時間 9：00～17：00（土・日・祝休） 

団体・公務開発部第二課 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 幹事代理店 株式会社安田システムサービス 
〒163-1529　東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー29Ｆ 
ＴＥＬ：03（3340）6497　ＦＡＸ：03（3340）5700 
受付時間 9：00～17：30（土・日・祝休） 

SJNK14-13866（2014.12.29） 

獣医師の皆さまを取り巻く様々なリスクの備えに 

一家の大黒柱の獣医師ご本人が病気やケガで働けなくなったら・・・・ 
ご本人やご家族が病気やケガで入院や通院をされたら・・・・ 
動物病院の従業員の皆さまがお仕事中にケガをされたら・・・・ 

動物病院の什器・備品・医療機器や業務用現金などが偶然な事故で損害を被ったら・・・・ 

「獣医師会のほけん」 

保険契約者  公益社団法人 日本獣医師会 

公益社団法人日本獣医師会 
獣医師福祉共済事業 獣医師の皆さまとご家族に 

大きな安心を!!

「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」は、損保ジャパンと日本興亜損保が2014年9月1日に合併して誕生した会社です。 

詳しい内容につきましてはパンフレットをご請求いただき、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店までお問い合わせください。 

動物病院の「什器・備品・医療機器」「現金・有価証券等」の損害に備える 

動物病院 
「什器・備品・医療機器」総合補償 

（ショップオーナーズ保険） 

下記損害に関する補償がセットされています。 
①火災・爆発・風災・盗難・破損等の「偶然な事故」による動物病院の動産（設備・什器・備品等）の損害 
②火災・爆発・破裂などの事故による動物病院やユーティリティー設備の損害による動物病院の休業損害 
③火災・爆発・風災・盗難・破損などが原因で建物オーナー対して負担する賠償責任 
（③は借用店舗の場合に補償対象となります） 

動物病院 
「現金・有価証券等」総合補償 
（コーポレートマネーガード保険） 

業務用の現金や有価証券等の偶然な事故による損害を保管中・輸送中を問わず補償。 
拾得者への報労金も補償対象となります。 

病気やケガに備える 

所得補償保険 

ご本人やご家族（就業者）が 
病気やケガで働けなくなった 

ときの補償 
（支払対象外期間7日の後 

最長1年間補償） 

団体長期障害 
所得補償保険 

ご本人やご家族（就業者）が 
長期に渡り、病気やケガで 
働けなくなったときの補償 

（支払対象外期間372日の後 
最長70歳まで補償） 

ご本人やご家族が 
病気やケガにより 
入院・通院・手術 
したときの補償 

傷害総合保険 

ご本人やご家族が 
ケガにより 

入院・通院・手術 
したときの補償 

動物病院従業員補償 
傷害総合保険 

動物病院の従業員が 
仕事中にケガをして 
入院・通院・手術 
したときの補償 

日本獣医師会福祉共済事業各保険の資料は下記幹事代理店までご請求ください。 

なお、携帯電話からもご請求いただけます。右のＱＲコードからアクセスしてください。 

＊医療保険基本特約、疾病保険特約、傷害保険特約、がん保険特約セット団体総合保険 

新・団体医療保険 
＊ 
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