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本日の行事予定 (2014 年 12 月 26 日) 

第 2999 回例会 
≪納 会≫ 

 
 先回の記録（例会） 

第 2998 回 ’14 年 12 月 19 日（金）晴れ 

卓話担当：片岡鉄君 
講  師：片岡トレーディング㈱ 

  片岡亜也子氏 
演  題：「愛犬との暮らし」 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

ソングリーダー  鈴木吉男君 

会 員 総 数  67名   11月 28日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員    17名 

本日出席会員  49名     MAKEUP会 員    11名 

本日の出席率 73.13％   訂 正出席 率  100％ 

超 過 出 席 猪飼充利君、後藤務君、浅井彦治

君、安江正博君、高木輝和君、八谷潤一君、伊藤

幸蔵君、佐藤敬治君、幅辰雄君、伊藤哲朗君、三

谷栄一君、野々山勝也君、稲垣宏高君、寺田晏章

君、鈴木吉男君、加藤則之君、前田昭生君（第 9

回役員理事委員長会議）、寺島淳一君、水野憲雄

君、浅井賢次君、幅辰雄君、鈴木吉男君（第 2

回津島東高校ＩＡＣ例会）、伊藤哲朗君、鈴木吉

男君（津島東高校ＩＡＣ活動「いきいきウォーク

in神守」） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

以前、テレビドラマや映画

で話題になったこともある

『夜逃げ屋』という言葉を最

近また耳にします。実際は、

住宅ローンや生活費に困っ

て高利のヤミ金融に手を出

し、厳しい取り立てから逃れるために夜逃げ屋の

世話になるサラリーマンが増えているのが現状

のようですが、最近はまれに、ストーカー、離婚

のトラブル、ＤＶ、家庭内暴力など、異常犯罪か

ら身の危険を守る緊急避難の要因も兼ねており、

被害者救済の観点から弁護士や行政からの依頼

もあるそうです。 

 夜逃げ屋のプロの話では、手助けをするのは、

まじめに働く意思はあるのに取立て屋につきま

とわれ、身を隠すしかない人だけ。だれでも“逃

がす”わけではないとのことです。 

映画などでは夜中にト

ラックを乗りつけ、家財

道具を運び出すシーンが

ありますが、実際は、『夜

逃げ』するのは昼間、ご

主人や子供は普通に会社

や学校に行き、奥さんは近所に買い物

に行く格好で外出し、そのまま落ち合

って逃げるのです。貯金などは前もっ

て全額引き出し、通帳や免許証などは

すべて置いていきます。すぐに必要な

衣類などは、逃げ出す直前に調査員が宅配業者を

装って持ち出す。家財道具は後日、取立て屋にふ

んした調査員が『差し押さえに来た』と言って運

び出すそうです。 

 問題は夜逃げした後の生活で、通常は取立て屋

があきらめるまでに 3 年ぐらいはかかり、その間

は新しい土地に行き、新しい名前で生活し、夜逃

げ屋が保証人になって新しい仕事や住居を紹介

します。相手が債権整理に応じれば本来の名前で

の生活に戻れますが、仮に自己破産して法的には

借金返済の義務が消えても、取立て屋は執拗に返

済を迫ってくるため、逃げ続けるしかないとのこ

とです。 

 小中学生の子供がいる場合は、転校するには住

民票が必要なため、そこからアシがつくので、子

供をアカの他人と養子縁組させて追跡を絶つと

いったことも行われているようです。 

 気になるのは夜逃げ代ですが、借金が 1,000

万～5,000万円の場合は 100万円、借金が 5億～

10 億なら 500 万円程度だそうです。借金が大き

いほど追跡も執拗になるので、それだけ厳重に防

御策を講じる必要があるため、費用もかかるそう

です。 
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 このように、夜逃げをした場合には就職、教育、

行政サービスを含め通常の生活を営むことは極

めて困難となります。その一方、債権者側は債権

の消滅時効である 10 年が経過する前に、民事訴

訟等で時効を中断することができるので、時効で

債務が消滅することを期待するのは難しい。した

がって、多重債務者の場合、夜逃げではなく自己

破産等の法的整理を行うことが望ましいそうで

す。 

 このように、また夜逃げ屋が注目されるように

なってきましたが、裏を返せば、それだけこの日

本の景気がなかなか改善していない何よりの証

拠ではないでしょうか？ 一日でも早い景気回

復を望みたいものです。 

 
ニコボックス報告 第 2998回分 

杦田勝彦ニコボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一

副会長、野々山勝也幹事 

片岡亜也子さん、今日はよ

ろしくお願いします。 

安江正博会長 片岡鉄君、 

本日の卓話よろしくお願

いします。 

片岡亜也子様 卓話をさ

せていただきます。 

片岡鉄君 本日卓話を担当します。 

吉田康裕君 片岡岡亜也子さんをお迎えして。 

加藤泰一郎君 今日は司会をつとめますのでよ

ろしく！ 

浅井賢次君 ①ニコボックス委員・住田君のドア

マン、丁重に出向えていただいて感謝。②ＩＡＣ

しらさぎ園の餅つき会に参加、お餅を美味しくい

ただきました。③雪のプレゼント、たくさん頂戴

しました。 

社会奉仕委員長・猪飼充利君 委員会事業の

“尾張津島三百年祭”の打上げを兼ねた新年

会を 1 月 8 日（木）に開催しますのでよろしく

お願い致します。 

滝川林一君 ①無事退院できました。ありがとう

ございます。②ウィークリーにＸ’masのときの写

真が載りました。 

矢田潔君 松崎先生に大変お世話になりました。 

鶴見治貞君 ネクタイしてこなんだもんだでぇ。 

伊藤哲朗君 今日も朝からカミさん

と仲良くしました。 

佐藤雅彦君 娘が21日で1歳になり

ます。ありがとうございます。 

伊藤幸蔵君 私は 59 歳

になりました。 

幅辰雄君、住田由純君、杦田勝

彦君、稲垣宏高君、宅見康悦君 ウィークリーに

写真がのりまして 

山田勝彦君、稲垣宏高君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：片岡鉄君 
講  師：片岡トレーディング㈱ 
      片岡亜也子氏 
演  題：「愛犬との暮らし」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 数年前のペットブームから今はすっかり定

着し、ペットが家族の一員であるという意識は、

ペットを飼っている方には当たり前のものとな

っています。小型の室内犬ブームによってペット

との物理的な距離も縮まり、ますます「ペットの

家族化」が進んでいます。 

ペット業界もペットショップ、トリミング、し

つけ教室、幼稚園、シッター、Dogカフェ、そし

て DogHotel など、総合施設から専門に特化した

サービス店も増えてきています。 

「愛犬は家族！」という中でも、ご愛犬と一緒に

行けない場所は残念ながら多くあります。いろい

ろなサービスがある中で、DogHotel はご家族が

ご旅行中にご愛犬をお預かりするサービスです。 

わんちゃんは大事な家族ではありますが、人間

の生活にも合わせてもらい、お互いが暮らしやす

い環境作りも大切です。 

先程、わんちゃんもいろんな性格があると言いま

したが、まさにわんこも十犬十色です。当店

（DogHotel どれみ♪）でも遊ぶのが大好きな子

もいれば、人のお膝でまったりしてるのが好きな

子、また、飼い主様以外受け入れない子もいます。 

わんちゃんの中には飼い主様が思っているよ

り神経質な子がたくさんいます。いつもおやつを

バクバク食べる子も、環境が変わったら食べられ

なくなってしまったり、お水を飲めなくなってし

まったり、おトイレができなくなってしまう子な

ど、環境が変わると普段当たり前にしていること

ができなくなったり、パニックになったりする子

もいます。人が旅行先で眠れなくなったり、体調

を崩してしまったりするのと同じだと考えてい

ただければと思います。 

当店ではいろんな子が遊びに来てくれる中で

どうやったら安心してお留守番をしていただけ

るか、一緒に楽しくすごせるかを考えながらお預

かりし、飼い主様にも安心してお預かりしていた

だけ、笑顔で「いってきます」「ただいま」が言

える環境作りを心掛けています。 

 二人合わせて

還暦です！ 
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また、近年地震等が増え、東海大地震もくると

言われています。地震が起きた時のために愛犬の

ためにできることを準備しておくことも飼い主

様の務めです。 

愛犬が少しでも不安、パニックにならないよう

防災の心得をお伝えします。 

地震が起きる前に愛犬のために準備しておき

たいこと、心掛けておくことは 4点です 

１.身元確認ができるものを身につける。 

２.ワクチン接種をする。 

３.避妊、去勢手術をする。 

ご愛犬の避難袋に入れる基本的なものは 

・ごはん、飲料水  保存ができ普段食べ慣れて

いるフードを最低でも約一週

間分準備して下さい。アレルギ

ーのあるわんちゃんは多めに

準備しておいてください。冷蔵

保存の物は避けて下さい。 

          心臓のお薬やテンカンのお

薬等普段服用しているお薬も

避難袋に入れておきましょう。 

・リード、首輪     避難場所や外に連れて行く

時、キャリーバックから出る場

合などに大切なものになりま

す。 

・クレート     クレートは落下物からご愛

犬を守るためにも災害時はと

ても必要なものとなりますの

で、すぐ持ち出せるようにして

おきましょう。 

・飼い主様とのツーショット写真 

 ご愛犬と離れてしまっ

た時の捜索のために必要

になります。救護センタ

ー等に飼い主様が迎えに

来ても飼い主様を特定で

きるものがないと、本当

の飼い主様が判断ができ

ません。過去の震災の時

に飼い主様の特定が困難であった事例もある

ようですので、迷子札はご愛犬に身につけ、2

ショット写真は飼い主様やご愛犬の避難袋に

入れておいて下さい。 

災害が起きた時のために慣らしておきたい

トレーニングがあります。持ち物で出ました

が、クレートの中で落ち着いていられること

です。クレートは災害時に愛犬を守ってくれ

るだけでなく、避難所では動物アレルギーの

人がいる可能性を考慮し、ご愛犬と一緒に居

室部分に行くことが禁止されることが多いで

す。屋外やペット用のスペースでハウスに入

っていることが基本になります。普段からお

家で使って飼い主様とのお出かけに使ってい

れば、ハウスでの避難生活も大き

なストレスなく過ごせる可能性

が高くなります。 

・誰が触っても大丈夫なように。

体をどこでも触らせてく

れるように。飼い主様はも

ちろん、他の人に触られ

ることにも慣れておくと、

愛犬自身のストレスが軽

減します。 

・いろいろな場所に出かける。 

普段家の中にいるだけのわんちゃんは、災害

の時や避難所でのストレスは非常に大きくな

ります。いろんな場所に行って、音や匂い、視

覚の刺激をたくさん経験させてあげてくださ

い。 

 

地震がおきたら・・・ 

災害が起きた直後は犬も人もパニックに陥り

やすいものです。普段からご愛犬を観察して飼い

主様ができるだけ冷静に対応できるようにしま

しょう。 

 

地震がおきた時のご愛犬への対処方法 

・クレートに素早く誘導する。クレートやハウス

の場所が危険な場所にあっては意味がありま

せん。大きな家具は近くに置かないようにして

下さい。またクレートに誘導したら机の下等の

安全な場所に避難して下さい。 

・クレートに入れないわんちゃんや、近くにクレ

ートがない場合は抱っこをして、机の下等の安

全な場所に避難して下さい。抱っこしているご

愛犬が暴れたり逃げ出したりしないよう十分

気をつけて下さい。 

・大型犬さんは避難する時にリードが必須となる

のでいつも玄関にリードがあれば、いざっ！ 

という時にすぐ避難することができます。 

 

飼い主様の対処方法 

・いつも通り行動する。 

・優しく抱いてあげる 

・目隠しをしてあげる。 

 

地震の対策についてお話をしましたが、人の安

全が第一です！！ 

犬は飼い主様がいなければ生きてはいけませ

ん。自分や家族の安全を最優先させて下さい。 

その上で可能な限りご愛犬との同行避難をお勧

めします。落ち着いたら戻ってくるつもりで家を

出たとしても、戻ってくるまでに何が起こるかわ

かりませんし、家に戻ることを許されないケース

もあります。できるだけ一緒に避難をする選択を

して下さい。 
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次回例会 
第   回 ’15 年 1 月 9 日(金)  

≪新年初例会≫ 
15：15  津島神社本殿前集合 
15：30  ご祈祷 

（移動・木曽路送迎バス等） 
16：45頃 新年懇親会（木曽路津島店） 

 
次々回例会 

第 3001 回 ’15 年 1 月 16 日(金) 
≪クラブアッセンブリー≫ 

  

 お知らせ 
■社会奉仕委員会 

 と き：1月 8日（木）18：00～ 

 ところ：和華 

国際奉仕委員会 

後藤務国際奉仕委員長 

台北滬尾扶輪社から会長・幹事・会員の皆様宛

にクリスマスと新年の祝福カードが届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 本日は上期納会です。事務局の年末年始休暇
は前後の土日を含めて、12月 27日(土)～1月
4日（日）までです。緊急の連絡は幹事の私ま
でお願いします。 

2. 次週 1月 2日(金)は休会です。次回の例会は、
1月 9日(金)の新年初例会です。津島神社にて
午後 3時 30分より御祈祷をしていただき、そ
のあと「木曽路津島店」において第 3000回の
記念例会を兼ねて新年懇親会を開催します。 

3. 1月のロータリーレートは 1ドル 118円です。 
4. 『ロータリーの友』1月号を配付しました。 
5. 本日、1月 16日(金)のクラブアッセンブリー

の案内を配付しました。3週間先のことですが、
役員・理事・委員長の方はお忘れのないよう
にご準備ください。また、同日は例会終了後
に役員・理事・委員長会議を開催しますので
これも併せてよろしくお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 26日（金）第 2999回 幹事報告 
 

1月 16日(金)  割子  
1月 23日(金) 上鰻丼 
1月 30日(金) カレーライス 

1月のメニュー 

 次年度Ｓ.Ａ.Ａ.

は宅見康悦さん

です。 

三谷栄一副会長 

野々山勝也幹事 

滝川林一君 宅見康悦君 

稲垣宏高 

親睦活動委員長 

加藤泰一郎 

会場委員 

 できものを切り 

まして、元気に退院 

しました。 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋空港 RC 1/5 月 キャッスルプラザ 

尾西 RC 1/5 月 尾西信用金庫本店 

あま RC 1/5 月 名鉄グランドホテル 

一宮中央 RC 1/7 水 一宮商工会議所(夜) 

一宮北 RC 1/9 金 一宮商工会議所 

尾西 RC 1/19 月 尾西信用金庫本店 

名古屋北 RC 1/23 金 名古屋東急ホテル 

一宮北 RC 1/23 金 一宮商工会議所 

名古屋清須 RC 1/27 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋名南 RC 1/27 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

名古屋城北 RC 1/27 火 栄東急イン 

稲沢 RC 1/28 水 林商事ビル 

一宮中央 RC 1/28 水 一宮商工会議所(夜) 

名古屋みなと RC 1/30 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

 

1月の例会変更 

 Ｓ.Ａ.Ａ.の勉強

せないかんがね。 


