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【会計報告】　渡邉　泰彬 君

■本日の例会（第１９４３回）　　 １１／９（水）

■次回の例会（第１９４４回） 　　  １１／１５（火）

■第１９４２回例会記録 　  　１１／２（水）晴

２ＲＣ（半田南・名北）合同夜間例会・懇親会

場　　　所  望洲楼 半田市亀崎町３丁目７１番地

時　　　間　例会・懇親会 １８：３０～

集　　　合　１６：３０ 名古屋東急ホテル正面玄関

会員数 　　　　 ３２名　　前々回訂正  １９４０例会

欠席会員数 　  　８名　　欠席会員 　      ４名中

出席会員数    　２４名　 ＭＡＫＥ ＵＰ 　  ０名

出席率 　　 ７５.００％　  出席率訂正    　 　８５．１９％

できない存在になっています。

実は犬がこうして人間と一緒に生活を始めたのは、かな

り昔の事です。縄文時代にはすでに人間と犬は共同生活

を送っていたとされています。旧石器時代の遺跡で、神

奈川県の夏島貝塚という遺跡から発見された犬の骨は、

なんと約９０００年も前のもとされ、他の動物とは違っ

て人間と一緒に埋葬されていました。

おそらく狩りを行うための狩猟犬として活躍をしていた

と考えられ、人間と一緒に埋葬されていたことから、当

時から人間には欠かせない存在であって、愛されていた

んだという事が想像されます。

　次に犬の食生活についてですが、犬も猫同様に猫舌で

熱い食べ物が苦手です。むしろ、人間以外のほとんどの

動物は猫舌で、熱いものを美味しく食べられるのは人間

だけです。それはどうしてかというと、犬も猫も自然界

で暮らしていた時は獲物として捕らえた動物の体温以上

に熱いものを食べる機会がなく、舌が熱いものに対応し

て進化をする必要がありませんでした。

人間は食べ物を火を使って調理などをしたことから、熱

いものを食べられるように進化したのです。

あと犬には基本的に味覚はほとんどありません。人間の

５分の１程度しかないといわれています。特に塩味を感

じる能力が鈍感で、食べ物を食べてもほとんど味わうと

いう事はないそうです。

ではどうやって食べるものを分別しているかというと、

それは臭覚、臭いです。

犬の臭覚は人間の１００万倍あるといわています。

臭いを人間と比べて、１００万倍強く感じるという事で

はなく、食べ物の臭いを嗅ぎ分けて、それが食べられる

ものかどうかを判断するという事です。

市販されてるドッグフードなどは、わざと臭いを強くし

ているのに対して、味はほとんどついていません。

昔、友達に美味しいあられと騙されて、固形のドックフ

ードを食べたことがあるのですが、匂いはするものの、

味はまったくしませんでした。犬は味わって物を食べる

のではなく、匂いで食事を楽しんでいるという事です。

　次に犬の舌についてですが、犬は舌の面積や体積を自

在に変える事によって、体温調節をしています。

人間はたくさんの汗をかく腺があって、体内から汗をか

くことが出来ますが、犬は舌、鼻と肉球でしか汗をかく

ことが出来ません。そのため、全身が毛でおおわれてい

　

　昨日は１１月１日で記念日

として 「犬の日の記念日」 に

制定されています。

なぜかといいますと、１１月1

日で 「ワンワンワン」という

犬の鳴き声の語呂合わせか

らきています。

私もペットが好きで、子供の

私もペットが好きで、子供の頃から犬とか猫を常に飼っ

ていたのですが、本日は昨日の 「犬の日」 の記念日に因

んで犬にまつわる話をしたいと思います。 

犬はペットとして可愛がられている事はもちろんのこと、

警察犬や盲導犬、狩猟犬など人間の生活には欠かす事の
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解・親善・平和を達成できるようにすることです。

　ロータリー財団の活動ですが、健康状態の改善のため

ポリオプラスがあります。 ポリオ根絶は、ロータリー

の最優先項目で、ワクチンで予防が可能です。

教育への支援では、平和フェローシップとグローバル補

助金奨学生があります。平和フェローでは、世界平和と

紛争予防の担い手を育てています。

　地区内での活用も可能で、地区補助金とグローバル補
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本日はよろしくお願い致します。

宮田　勇人 様　本日はよろしくお願い致します。

渡邉　泰彬 君　８４才の誕生日を祝っていただきます。

【本日は地区のロータリー財団より宮田様がご来訪いた

だいております。のちほど、卓話よろしくお願いいたし

ます】

■会 員 誕 生 日

　１１月　１日　入江由希子さん

　１１月　９日　中島　宗幸君

　１１月２０日　岩田　滿治君

　１１月２６日　渡邉　泰彬君

■配 偶 者 誕 生 日

　１１月１０日　加藤あつこさんご主人

　１１月１８日  足立陽一郎君ご夫人

　１１月３０日　梅村　　篤君ご夫人

■結 婚 記 念 日

　１１月　８日　柴山　利彌君

　１１月１８日　北村紀子さん

１１月誕生日・結婚記念日

ニ コ ボ ッ ク ス

Ｒ財団月間卓話

る犬は舌のサイズを変える事によって、体温調整をする

ように進化してきたのです。暑い日にハーハー言いなが

ら、よだれを垂らしているのは、体温調整で汗をかいて

いるという事なんです。

　最後に世界の犬にまつわる話をしたいと思います。

ヨーロッパ諸国の中には、犬を飼うにおいて、色々なル

ールがあります。

例えば１日３回の散歩をおこたってしまうと、５万円の

罰金が科せられたり、散歩中にウンチを路上に放置する

と、スイスでは２５万円、スペインでは２０万円の罰金

がかせられます。

さらに、散歩をする時のリードの長さは１.５ｍまでと決

められていて、日本のようにリード無しで散歩する事は

許されていません。

これも違反をすると高額な罰金を科せられます。

もっと驚くルールとして、犬にも税金がかかります。

スイス、ドイツ、オーストリア、オランダ、フィンラン

ドなどは犬を飼っていると、その犬に対して市民税が発

生します。中国でも犬を飼う場合、必ず飼い犬の登録を

しなくてはいけません。その時に登録料が発生するそう

です。日本の場合は市民税、住民税がかかるのは人間だ

けですが、ヨーロッパ諸国においては犬にも市民税がか

かる国があるという事で驚きます。

　今日は昨日が１１月１日 「ワンワンワン」 で犬の日と

いう事で、犬にまつわる話をしました。

皆さんの中でも犬を飼ってらっしゃる家があると思いま

すが、今一度じっくり観察をしてみるのも面白いかと思

います。

　

　ロータリー財団は、１９１

７年「世界で良いことをする

ため」２６ドル５０セント

の寄付で始り、今日に続いて

います。その使命はロータリ

アンが健康状態を改善し、教

育への支援を高め、貧困を救

済することを通じて世界理

助金の２種類があります。地区補助金について今年度か

ら各クラブの申請可能額を設定させて頂きました。

クラブの３年前の拠出頂きました年次基金寄付の総額

２５％を活用いただけます。

２０２３-２４年度の名古屋名北ロータリークラブ様の地

区補助金申請可能額は＄２,６８４となっています。

　最後に本年度ロータリー財団寄付の目標は、年次基金

おひとり＄１５０以上ポリオプラスおひとり＄３０以上

です。財団の活動にご理解とご寄付頂き、クラブでもご

活用いただききます様、何卒宜しくお願い致します。

米 山 奨 学 生


