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わたくしたち埼玉県獣医師会員は、それぞれの
職域において、その責務を遂行し、県民の福祉
増進に寄与するため、ここに会員憲章を定めま
す。
わたくしたち埼玉県獣医師会員は

１．動物の生命を守り、ひとびとの生活を豊
かにしよう

１．獣医学術を研鑽向上し、確信を持って業
務に邁進しよう

１．動物愛護思想を向上し、心豊かな生活を
しよう

１．環境衛生を向上し、福祉増進の実をあげ
よう

１．職域を尊重し、倫理の昂揚をはかろう

公益社団法人 埼玉県獣医師会員憲章



1

髙橋三男会長 第５８回埼玉文化賞を受賞
　髙橋三男会長が、このたび埼玉新聞社制定の「第５８回 埼玉文化賞」を受賞されました。誠におめでとうご

ざいます。髙橋会長は、長年にわたり、畜産振興、公衆衛生の

向上、動物愛護精神の向上など幅広い分野で獣医療の発展にご

尽力をされた功績が認められ、農林部門での受賞となりました。

　第５８回埼玉文化賞授賞式は、さいたま新都心駅に程近い「ラ

フレさいたま」で平成27年11月12日に行われ、埼玉県知事らが

来賓として出席するなか、小川秀樹埼玉新聞社社長から賞状が

授与されました。髙橋会長の今後のさらなるご活躍をご期待し

お祝い申し上げます。

　₁月２２日（金）には、午後₃時３０分から大宮ラフォーレ清水園

にて髙橋三男会長の埼玉文化賞受賞について報告させていた

だきますので、皆様のご参加をよろしくお願いいたします。

埼玉文化賞を受賞した髙橋三男会長（前列中央）

　小川秀樹埼玉新聞社社長（左）から賞状を授与
　される髙橋三男会長
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　　≪訂正とお詫び≫
　　　会場等の事情により、会報10月号（第624号）でお知らせした次の内容を変更させていただきます。
　　　　①　開始時刻の変更
　　　　②　講師の変更
　　　　③　「髙橋三男会長埼玉文化賞受賞報告会」の追加
　　　　④　懇談会参加費の変更
　　　　　　※諸般の事情により会場形式を「立食」から「着席」としたため

　平成28年度における集合狂犬病予防注射事業の的確な実施に向けて、集合狂犬病予防注射実施者講習会を開
催するとともに、平成28年の新春にあたり会員相互と関係機関・関係者との交流を深めることで、社会に貢献
する公益法人としての役割を改めて認識し、公益事業の推進に資するため平成28年新春懇談会を開催します。
　また、併せまして、髙橋三男会長のこの度の第58回埼玉文化賞受賞を祝しまして「埼玉文化賞受賞報告会」
を開催いたしますので皆様方の参加をお待ちしております。

日　時　　平成２８年₁月２２日（金）
　　　　　　午後₁時１５分～午後₅時００分（受付　午後₀時４５分～）

場　所　　大宮ラフォーレ清水園　　
　　　　　　さいたま市大宮区東町2－204
　　　　　　TEL:０４８-6４３-１２３４　FAX:０４８-6４５-４３２１
　　　　　　（JR大宮駅下車　東口から徒歩１０分）

内　容
₁　平成27年度集合狂犬病予防注射実施者講習会
　　　午後₁時１５分～午後₃時２０分（１階　寿の間）
　　　　講　演
　　　　　⑴　 獣医師・獣医師会を巡る情勢について（仮題）
　　　　　　　　　日本獣医師会 顧問　北村直人 先生
　　　　　⑵　 狂犬病など動物が介在する感染症について（仮題）
　　　　　　　　　日本大学 生物資源科学部 教授　丸山総一 先生
　　　　　⑶　大学教育から見た獣医師の将来像について（仮題）
　　　　　　　　　日本獣医師会 副会長　酒井健夫 先生
　　　　対象者　開業会員、行政関係職員ほか　（※一般会員も参加が可能です。）
₂　「懇談会」並びに「髙橋三男会長埼玉文化賞受賞報告会」
　　　午後₃時３０分～午後₅時００分（₃階　飛龍の間）
　　　　内　容　主催者挨拶、受賞経過報告、来賓祝辞、懇談
　　　　来　賓　埼玉県知事、さいたま市長、国会議員、県・さいたま市議会議員、日本獣医師会会長、
　　　　　　　　埼玉県医師会長ほか
　　　　対象者　会員・賛助会員等
　　　　参加費　会員8,000円

　平成28年新春懇談会を上記のとおり開催しますので、多くの会員の皆様のご出席をお願いします。
　なお、準備の都合上、出欠席について、平成27年12月28日（月）までに、本会報に同封の「出欠席報告書」
により、事務局まで報告してください。（ＦＡＸ、またはメール）

平成28年新春懇談会開催のご案内
公益社団法人埼玉県獣医師会
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第59回埼玉県公衆衛生大会開催される
　平成27年10月23日（金）午後₃時15分から、さいたま市のさいたま共済会館₆Ｆホールにおいて、第59回埼
玉県公衆衛生大会が開催され、本会の₅名の先生方が「公衆衛生事業功労者」として埼玉県知事表彰を受賞さ
れました。
　当日は、主催者の上田清司埼玉県知事代理の塩川　修副知事から「埼玉県では、だれもが毎日を健康に生き
生きと暮らせる健康長寿社会の実現を目指し、いろいろな施策に取り組んでいる。₁月には、毎日₁万歩運
動と筋力アップトレーニングにバランスの良い食事の視点を加えた「健康長寿埼玉プログラム」を組んだ。皆
様には、それぞれの立場から埼玉県の取組に対して、御支援、御協力をお願いする。」との御挨拶がありました。
　続いて、公衆衛生事業功労者（102名）や功労団体などの受賞者のお名前が紹介され、副知事から受賞者代
表に表彰状が授与されました。
　来賓の本木　茂埼玉県議会議長並びに金井忠男埼玉県医師会長が祝辞を述べられた後、髙橋三男埼玉県獣
医師会長をはじめ保健医療関係団体の会長が紹介されました。
　式典終了後、副知事や議長を囲んでの記念撮影が行われ、公衆衛生大会は午後₃時55分に閉会しました。
　本年度、受賞の栄に浴された（公社）埼玉県獣医師会会員の先生方は次のとおりです。誠におめでとうござ
います。

公衆衛生事業功労者表彰受賞者
　直井昌之先生　さいたま市支部（さいたま市） 　　安藤　純先生　南第一支部（川口市）
　菊池邦杳先生　西支部（川越市） 　　　　　 佐藤澄美先生　北支部（長瀞町）
　尾崎里香先生　東支部（吉川市）

　左から　菊池邦杳先生（西支部）、髙橋三男会長、塩川　修埼玉県副知事、本木　茂埼玉県議会議長
直井昌之先生（さいたま市支部）、安藤　純先生（南第一支部）　　　　　　　

佐藤澄美先生
（北支部）

尾崎里香先生
（東支部）
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２７日獣発第２１７号
平成２７年１０月２１日

　地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会　

 会長　藏　内　勇　夫　　
 （公印及び契印の押印は省略）　

「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を
指定する政令」の一部改正について

　このことについて、平成27年10月₂日付け薬生監麻発1002第₄号をもって、厚生労働省医薬・生活衛
生局監視指導・麻薬対策課長から別添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、平成27年10月₂日付け「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を
指定する政令の一部を改正する政令（平成27年政令第354号）」の公布に伴い、新たに₄物質を麻薬に指定
した旨了知の上、本会会員への周知が依頼されたものです。
　つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

２７日獣発第２２７号
平成２７年１０月２８日

　地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会　

 会長　藏　内　勇　夫　　
 （公印及び契印の押印は省略）　

事業者における特定個人情報の漏えい事案等
が発生した場合の対応について

　このことについて、平成27年10月₇日付け27消安第3662号をもって、農林水産省消費・安全局長から
別添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、事業者における特定個人情報の漏えい事案その他の「行政手続きにおける特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）」違反の事案又は同法違反のお
それのある事案が発生した場合の対応については、今般、「事業者における特定個人情報の漏えい事案等
が発生した場合の対応について（平成27年度特定個人情報保護委員会告示第₂号）」に規定したので、そ
の旨理解の上、本会会員に対し本告示の適切な対応等について周知徹底が依頼されたものです。
　つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

　※詳細（別添含む）については、日本獣医師会ホームページ（新着情報）をご覧ください。

　※詳細（別添含む）については、日本獣医師会ホームページ（新着情報）をご覧ください。
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第４回　理事会
　平成27年10月22日（木）午後₄時から、さいたま市「大宮ラフォーレ清水園」において次の事項を審議した。
₁　会長挨拶
　 　これから、日本が少子高齢化を迎えるに当たり、あらゆる団体や企業も今までの路線を走っている限り、衰退の一

途をたどるのではなかろうかと言われている。我々、獣医師は免許を取得しただけで、一生、特別な技能を与えられ
たという認識でいたが、今や、獣医大学への希望者は全員入学させたらいいのではないかとか、獣医の国家試験も無
くてよいのではないかという議論もある。

　 　私は、常々、日本獣医師会の理事会において、少子高齢化の到来で、獣医師を取り巻く情勢は大きく変わると言っ
てきた。このためにも、埼玉県からいろいろな問題点等を日本獣医師会に発信して、執行部の背中を押していきたい。

₂　報告事項
　⑴　前理事会後に開催された委員会等に関する件
　　ア　役員・委員合同会議（₇月24日）
　　イ 　第₁回狂犬病予防委員会及び班長会議　平成27年度集合狂犬病予防注射実施状況等について（₇月24日）
　　ウ　厚生委員会　ソフトボール大会中止
　　エ　第₂回獣医事調査委員会（10月　書面協議）新入会員の審査について
　⑵　その他
　　ア　関東・東京合同地区獣医師大会・学会（₉月１３日　横浜市　パシフィコ横浜）
　　イ　全国獣医師会会長会議（１０月₂日　明治記念館）
　　ウ　2015動物感謝デー in JAPAN（１０月₃日　都立駒沢オリンピック公園）
₃　議決事項
　第₁号議案　平成２７年度新入会員の承認に関する件
　　　入会申込み（団体支部₂名）について審査の上、全ての入会を承認した。
　第₂号議案　平成26年度傷病野生鳥獣治療業務等経費の配分承認に関する件
　　 　平成26年度傷病野生鳥獣治療業務及びアライグマ処分業務に係る委託費について、指定診療施設ごとの配分額を

承認した。
₄　協議・報告事項
　ア　新春懇談会（仮称）に関する件
　　　新春懇談会の開催について協議され、次のとおり決定した。
　　　日　時　平成２８年₁月２２日（金）午後₁時から午後₅時まで
　　　場　所　さいたま市　清水園
　　　内　容　①　集合狂犬病予防注射実施者講習会　
　　　　　　　②　賀詞交換会
　　　　　　　 　なお、１１月₆日に開催される「日本医師会・日本獣医師会による連携シンポジウム」を受講すれば、集

合狂犬病予防注射実施者講習会の講習を受けたと見なすことも承認された。
　イ　平成２７年度下半期の行事日程等に関する件
　　　新入会員研修会、狂犬病予防講習会等の開催日程について協議した。
　ウ　その他
　　　次の事項について報告された。　　　
　　ア　第₃回日本医師会・日本獣医師会による連携シンポジウムについて
　　イ　獣医養成系大学・学部の新設に関する検討について
　　ウ　獣医内科アカデミー学術大会参加者への助成について
　　エ　緊急連絡網について

第２回　厚生委員会
　平成27年10月20日付けで書面により次の事項を協議した。
協議事項
　埼玉県獣医師会主催のボウリング大会について
　埼玉県獣医師会主催のボウリング大会について、次の内容で協議し開催が決定した。
　　名　称　　（公社）埼玉県獣医師会主催ボウリング大会
　　開催日　　平成28年₂月11日（木・祭日）
　　場　所　　スポルト浦和国際ボウル（さいたま市桜区）
　　範　囲　　会員、会員の家族及び従業員、賛助会員
　　規　模　　60名（20レーン）

会 務 報 告
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予　　告

　西支部では平成28年₁月24日（日）に日本小動物医療センター 総合診療科 消化器科 科長　中島　亘先生
をお招きして全₂回「下痢・嘔吐の診療」（後半　嘔吐の診療）の講習を行います。多くの先生方のご参加
をお待ちしております。

日　時　　平成28年₁月24日（日）
　　　　　１３ : ３０～１6 : ３０ （１３:００受付）

場　所　　川越市南文化会館（ジョイフル）
　　　　　川越市今福１２９５-２
　　　　　TEL　０４９-２４８-４１１５

演　題　　下痢・嘔吐の診療（後半　嘔吐の診療）

講　師　　日本小動物医療センター
　　　　　　中島　亘　先生

参加費　　埼玉県獣医師会会員　　無料
　　　　　会員以外の受講者 　５,０００円

　さいたま市支部では平成28年₁月17日（日）南動物病院グループ 代表　南　毅生先生をお招きして、「一人
でできる手術編」と題しまして、出血しない会陰尿道切開、15分の椎間板ヘルニアの手術、失敗しない会陰
ヘルニア、胃全摘手術、一人でできる簡単腸管断端吻合等を動画を交えてレクチャーしていただきます。多
くの先生方のご参加をお待ちしております。

日　時　　平成28年₁月17日（日）
　　　　　１３ : ３０～１７ : ００

場　所　　WithYouさいたま ₄階　視聴覚セミナー室
　　　　　さいたま市中央区新都心２－２
　　　　　TEL　０４８－6０１－３１１１

演　題　　一人でできる 手術編

講　師　　南動物病院グループ 代表　南　毅生　先生

参加費　　埼玉県獣医師会会員　　無料
　　　　　会員以外の受講者 　５,０００円

西支部学術講習会のお知らせ
（獣医師生涯研修事業ポイント対象　カリキュラム番号　小₂（₁））

西支部長　別部　博司

さいたま市支部学術講習会のお知らせ
（獣医師生涯教育研修事業ポイント対象　カリキュラム番号　小₂（₂））

さいたま市支部長　山中　利之

南大塚 西武新宿線
川
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新
河
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武
東
上
線
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駅
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下落合小学校

日本郵政グループ
さいたまビル

ラフレさいたま
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の道

合同庁舎
２号館

合同庁舎
１号館

トンネル

コクーン1

コクーン3
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コクーンシティ

新都心出口ランプ
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京
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中
山
道

産
業
道
路

ロイヤルホスト

新
都
心
大
橋

With You さいたま
（ホテルブリランテ武蔵野3･4階）

お車をご利用の場合
■都心方面から首都高速をご利用の場合
　首都高速５号線池袋線→高速埼玉大宮線→新都心線「新都心出口ランプ」
■東北道､関越道､常磐道をご利用の場合
　東京外郭環状道路→美女木JC→高速埼玉大宮線→新都心線「新都心出口ランプ」
■高崎､熊谷方面からご利用の場合
　国道17号線→八幡通りを左折→さいたま新都心
※土・日・祝日は周辺の道路と駐車場の混雑が予想されますので､公共の交通機関でのお越しをおすすめします。

歩道デッキ

高速埼玉新都心線
徒歩ルート
自動車ルート
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ひ　ろ　ば

　2014年に埼玉県獣医師会に入会させていただきました

山下啓吾と申します。2014年₉月に埼玉県越谷市南越谷に

て麻の葉動物病院を開院させていただきました。

　私は2009年に麻布大学を卒業し、卒業後は横浜市の藤井

動物病院で勤務をさせていただきました。院長の藤井先生

からは診療、治療、手術の技術だけでなく、臨床医にとっ

て重要なことは何かということをご指導いただきました。

独り立ちして早₁年が経ちますが、藤井先生を初め、先輩・

後輩の先生、スタッフ、飼い主様、動物たちから教わった

ことを活かして、日々臨床に取り組んでいます。

　私の妻が埼玉出身ということもあり、開業地を埼玉で探していたところ、ご縁があって現在の南越谷にて

開業させていただきました。越谷市はレイクタウンに大きなショッピングモールがあるだけでなく、元荒川

が走り自然も豊かな住みやすい土地です。

　埼玉県獣医師会に入会し、ソフトボールなどのイベントがあることに驚きましたが、中々練習に参加でき

ない私にも先輩の先生方はとても良く接してくださり本当に感謝しています。また、越谷市では、獣医師会

会員病院の繋がりが強く、市民祭りを始めとしたイベントにも精力的に取り組んでいます。2015年₄月から

は越谷市が中核都市となり、市内に動物管理センターが設置され殺処分ゼロへ向けた活動も現在模索中です。

　また、₉月に横浜で開催された三学会では症例発表をさせていただきました。今後も精力的に学会・勉強

会などに参加していきたいと考えています。

　開院からようやく₁年が経ちましたが、まだまだ不慣れなことも多く、ご迷惑をお掛けしながらも、諸先

生方から丁寧にご指導いただきながら日々切磋琢磨しています。今後も獣医師会の活動を通じて地域医療、

そして殺処分ゼロへ向けた取り組みなど少しでも貢献できるよう、努力をしてまいりますので、今後ともご

指導・ご鞭撻の程どうぞ宜しくお願いいたします。

埼玉県獣医師会に入会して
新入会員の抱負

東支部　山下　啓吾
（麻の葉動物病院）

病院にて
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　10月16日（金）北支部・しゃくなげ会埼玉県支部合同研修会および動物慰霊祭を、埼玉県熊谷家畜保健衛生

所にて開催いたしました。

　動物慰霊祭終了後に行われました研修会は酪農学園大学獣医学類 生産動物内科学₁ユニット准教授 大塚

浩通先生をお招きし、 「仔牛の免疫についてⅡ　離乳～育成」というテーマでご講演をいただきました。

　免疫機序を理解するための基礎編と実際にあった農場での症例から仔牛の疾病に関する治療、飼養管理を

背景に仔牛に必要な栄養管理をまじえた臨床編を短い時間ではありましたがわかりやすく解説していただき

ました。盛りだくさんの講演内容で、ご参加いただきました先生方にとっては、たいへん有意義な研修会と

なったものと思います。講演会終了後に行いました懇親会も大変盛り上がりました。

＜参加者内訳＞

出席者 北支部 農林支部 団体支部 会員外

２6名 １6名 ₃名 ₇名 ₀名

北支部・しゃくなげ会合同学術研修会、動物慰霊祭開催報告
埼玉県獣医師会北支部長　　　　大橋　邦啓
しゃくなげ会埼玉県支部長　　　柿沼　清市

　１１月₃日（火）「川口総合文化センター」において学術講習会を開催いたしました。日本小動物医療センター

の中島　亘先生をお招きして難治性下痢の診断、治療、予後についてというテーマでご講演いただきました。

　私たちが普段、臨床で目にすることが多い消化器疾患の下痢に関しまして、診断のアプローチの仕方、検

査、治療のポイントなどを詳しくご教授いただきました。

　食餌療法の重要性、糞便検査、超音波検査の方法、内視鏡検査の実際など、実際の症例をまじえながら判

りやすくご講演いただきました。実際の診療に役立つ内容で、大変勉強になりました。

　お忙しい中、多数の先生方にご参加いただきましてありがとうございました。

＜参加者内訳＞

出席者 さいたま市支部 南第一支部 南第二支部 西支部 北支部 東支部 団体支部 会員外

４５名 ₅名 １6名 ₉名 ₀名 １名 ₇名 ₇名 ₀名

南第一支部・南第二支部合同学術講習会開催報告
南第一支部長　　田中　　裕
南第二支部長　　長澤　泰保



9

広告

　11月₈日（日）、越谷サンシティーにおいて、日本大学生物資源科学部獣医学科、坂井　学先生をお招きし、

「肝・胆・膵疾患の診断と治療」と題して学術講習会を開催いたしました。

　最初に、肝酵素値の上昇は本当に肝疾患なのか？をテーマに講義が始まり、数多くの症例が示され、参加

された先生と考えながら除外診断の方法、腹部超音波による検査方法を、動画をまじえながら解りやすく説

明していただきました。

　肝臓を生検する時のガイドライン、注意点、解釈の仕方など一般の病院で行える方法を解説していただき

ました。毎日の診療の中で遭遇することの多い肝臓、胆嚢、膵臓疾患ですが、系統立てて除外診断を行い検

査することで、少しでも誤診を防ぐことができると痛感した講習会でした。

　ご参加いただいた先生も活発な質疑応答があり、大変有意義な講習会でした。

＜参加者内訳＞

出席者 さいたま市支部 南第一支部 南第二支部 西支部 北支部 東支部 団体支部 会員外

6８名 ₇名 ₅名 ₂名 ₂名 １名 ３９名 １１名 １名

東支部学術講習会開催報告
東支部学術委員　佐久間　昭仁
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　 彩の国さいたま動物愛護フェスティバル２０１５
　 開催される

埼玉県動物指導センター所長　中村　眞幸

　１０月２４日（土）、２５日（日）の₂日間、深谷市総合体育館（深谷ビッグタートル）で行われた「深谷市福祉健

康まつり」の会場内で、平成２７年度動物愛護週間記念事業として、埼玉県と熊谷保健所管内深谷狂犬病予防

協会との共催で、（公社）埼玉県獣医師会の御後援を受けて「彩の国さいたま動物愛護フェスティバル２０１５」

を開催いたしました。

　動物愛護フェスティバルは、動物の愛護及び管理に関する法律第₄条に基づく動物愛護週間事業のひとつ

として、広く動物愛護思想の普及啓発を図ることを目的に、平成₅年度から毎年、「人と動物が共存できる

豊かな社会をめざして」をテーマに、県内の各地域で実施しております。

　開催にあたっては、熊谷保健所管内深谷狂犬病予防協会所属の（公社）埼玉県獣医師会会員の皆様、並び

に毎年当事業に多大な御理解と御支援をいただいております（公社）埼玉県獣医師会の髙橋会長様をはじめ

とする多くの会員の皆様に会場の選定や企画等について御指導と御協力をいただきました。ここに厚くお礼

を申し上げます。

受賞者（動物愛護管理功労者）を囲んで
前列左から　 松山義則深谷狂犬病予防協会長（北支部）、三田和正埼玉県保健医療部生活衛生課長、小島　進深谷市長、

動物愛護管理功労者表彰を受けられた鶴岡裕二先生（南第一支部）と中村陽二先生（北支部）、髙橋三男埼玉県
獣医師会長、中村眞幸動物指導センター所長

後列左から　細村　敦先生（北支部）、今井英夫先生（北支部）、野口純子先生（北支部）、川田隆作先生（北支部）
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動物愛護管理功労者表彰と長寿犬・長寿猫の飼育者への感謝状の贈呈
　開催初日（２４日、土曜日）は、初秋の柔らかな日差しが差し込む絶好の日よりの中での開催となりました。
　彩の国さいたま動物愛護フェスティバル２０１５記念式典は午前１０時から始まり、来賓として小島　進深谷市
長をお迎えして御祝辞をいただくとともに、後援として御出席いただきました（公社）埼玉県獣医師会長　
髙橋三男様から本事業への力強い応援と御祝辞をいただくとともに、鶴岡裕二先生（埼玉県獣医師会南第一
支部）と中村陽二先生（埼玉県獣医師会北支部）の両先生に、（公社）日本獣医師会長表彰として動物愛護管
理功労者表彰状の伝達を行っていただきました。
　さらに長寿犬・長寿猫の飼育者に対して、熊谷保健所管内深谷狂犬病予防協会会長 松山先生と動物指導セ
ンター所長からの感謝状贈呈式が行われ、長寿犬と長寿猫各２6匹の飼育者の皆様に感謝状が手渡されました。

主催者あいさつをする中村眞幸
埼玉県動物指導センター所長

式典で祝辞を述べる
髙橋三男会長

式典で祝辞を述べる
小島　進深谷市長

長寿犬飼育者感謝状の贈呈を行う松山義則
深谷狂犬病予防協会会長

表彰状、感謝状の贈呈を受けられる皆様
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深谷ビッグタートルを会場に多彩な催しを開催
　記念式典の終了後には、（一社）日本聴導犬推進協会による「聴導犬のお話とデモンストレーション」や犬
のしつけ方教室「くんぺる」によるドッグダンスなどが行われ、人と動物が生活の中で互いに補いつつ生活
する姿が、参加者に強い感銘を与えました。
　このほか、子供のための獣医師体験コーナーや動物の飼育相談、マイクロチップの測定体験、動物クイズ
などの催しが行われるなど、動物愛護や正しい犬の飼い方に関する展示などとともに、広く動物愛護に関す
る普及啓発を行うことができました。
　翌２５日（日曜日）も前日に引き続き、各種の催しを行い、深谷市福祉健康まつりの盛況にあわせて多数の
来場者が来訪し、₂日間の延べ来場者数は５,０００名を超える数に達しました。
　盛況のうちに終了できましたことは皆様の多大なる御協力の賜と存じます。ここに、御来場、御参加いた
だきました方々、関係各位に改めて感謝を申し上げます。

聴導犬のお話とデモンストレーション ドッグダンスとしつけ方のお話

獣医師体験コーナー マイクロチップ測定体験コーナー
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埼玉県獣医師会さいたま市支部テントで実施した
盲導犬・聴導犬の啓発と育成の募金活動

体育館の会場では、盲導犬や聴
導犬のデモンストレーションが
行われた

第11回岩槻区民まつりで動物愛護などを啓発
さいたま市支部岩槻分会長　髙橋　一成

　「第11回岩槻区民やまぶきまつり」が、商工業や農業、福祉、医療など多くの関連団体が参加して10月18

日（日）にさいたま市の岩槻文化公園で開催され、さいたま市支部もこのまつりに参加し、動物の福祉や愛

護について啓発活動を行いました。

　晴天に恵まれた今回のまつりは、髙橋三男実行委員長による主催者挨拶、来賓の祝辞の後、本会会員の諏

訪流放鷹術保存会鷹匠　大橋邦啓先生（北支部）の鷹「ハリスホーク」による開会宣言の伝達により開会と

なりました。

　さいたま市支部岩槻分会では、東日本盲導犬協会や日本聴導犬協会の協力を得て盲導犬・聴導犬によるデ

モンストレーションを開催するとともに、屋外のブースでは、岩槻分会の先生方が盲導犬や聴導犬の育成の

ための募金活動を行いました。募金をいただいた皆様には、協賛企業から御提供いただいた品をプレゼント

しながら、盲導犬・聴導犬の役割を分かりやすく説明するなどして働く犬たちへの理解を深めていただきま

した。

　募金の趣旨を多くの皆様に御理解いただいた結果、総額94,141円を集めることができ、この思いのこもっ

た募金は後日、各協会に寄贈させていただきました。

　また、会場には「ふれあい移動動物園」も開設されたほか、放鷹実演や鷹匠体験、加藤牧場（入間市）の

アイスクリームの販売も行われ、広いまつり会場は、₅万₃千人の来場者で一日、賑わいました。
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　会員及びその関係者相互の親睦と健康の増進を目的にボウリング同好会の協力を得て、埼玉県獣医師会主

催 「ボウリング大会」 を次のとおり開催いたします。

　特に、今年度はソフトボール大会が中止となったことから、このボウリング大会に、多くの皆様に参加い

ただき、会員相互やご家族、関係者の皆様との親睦を深め、楽しい時を過ごしてください。

１　日　　時　平成28年₂月11日（木・祭日）

　　　　　　　集　　合　　午後₃時３０分

　　　　　　　競技開始　　午後₄時

₂　場　　所　スポルト浦和国際ボウル

　　　　　　　　さいたま市桜区中島４-１-１

　　　　　　　　電話　０４８-８５３-４９２１

₃　参 加 費　１,５００円（貸靴料:別途、自己負担）

₄　参加要件　会員とその家族及び従業員、賛助会員など

₅　予定人員　6０名（２０レーン×₃名＝6０名）

₆　競技方法　一人₂ゲームを投球し合計点で競います。

　　　　　　　年齢や性別等を考慮し、ハンディキャップを設定します。

₇　表 彰 式　競技終了後、ボウリング場内にて行います。

₈　参加申込　 参加希望者は、平成２８年₁月20日（水）までに氏名・年齢・性別を各支部の厚生委員に伝え、

お申し込みください。

　　　　　　　 厚生委員は、₁月27日（水）までに参加者を取りまとめの上、埼玉県獣医師会事務局に報告し

てください。

埼玉県獣医師会主催ボウリング大会開催のお知らせ

厚生委員会委員長　　山中　利之

お 知 ら せ

――テレビ埼玉で放映――

髙橋会長「彩の国」新春年頭挨拶

とき…平成2８年１月₂日（土）
　　　　　午前11時00分～11時0５分
　　　　　テレビ埼玉
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　本会では会員の獣医学術の研鑽向上に向け、平成２７年度予算において標記学術大会に参加した開業支部会

員を対象に 「参加登録費」 の一部助成金交付を行っております。

　つきましては、助成金交付を希望される先生は下記により事務手続きをお願いします。

１　第12回学術大会

　⑴　開催月日　　平成２８年₂月１９日（金）～２１日（日）

　⑵　会　　場　　「パシフィコ横浜」　　神奈川県横浜市西区みなとみらい１－１－１

　⑶　主　　催　　日本獣医内科学アカデミー（JＣＶＩＭ）

　⑷　参加登録費（抄録は別）　　　　　　　　　　　事前登録　　　当日登録

　　　　　　　　　一般参加者　　　　　　　　　　２０,０００円　　　２８,０００円

　　　　　　　　　（※会員、共催団体の会員、非会員とも同額です）

　　　　　　　　　₁日参加者（※　〃　）

　　　　　　　　　　　₂月19日（金）　　　　　　　１２,０００円　　　１７,０００円

　　　　　　　　　　　₂月20日（土）　　　　　　　１３,０００円　　　１８,０００円

　　　　　　　　　　　₂月21日（日）　　　　　　　１３,０００円　　　１８,０００円

　　　　　　　　　抄録集（冊子）　　　　　　　　　 ３,０００円（₂冊セット）

　　　　　　　　　　※抄録集（PDFバージョン）はＨPよりダウンロード可能

　⑸　事前参加登録締切　　平成２８年₁月２０日（水）

₂　助成金

　⑴　助成金額　　　１人当たり　5,000円　（開業支部会員に限る。）

　⑵　助成金交付事務手続き　

　　 　「参加登録費」の支払いを証する書面（下記の何れか）の写しを埼玉県獣医師会事務局まで提出してく

ださい。

　　　◦「振替払込請求書兼受領証」

　　　◦「登録費領収書」

　　　◦「参加登録証（Ｅ－mail）」

　　　提出期限　　平成２８年₃月₉日（水）まで（必着）

　　※ 　本学術大会の詳細な内容等については、「日本獣医内科学アカデミー学術大会」ホームページをご覧

ください。

第１２回日本獣医内科学アカデミー学術大会参加者
に対する助成金交付について　　　　　　　　

再掲載
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平成２７年度　日本獣医師会委託講習会
（小動物臨床：千葉県担当）開催のお知らせ

　日本獣医師会の委託による関東・東京地区講習会が下記のとおり開催されますのでお知らせします。
　　日　　時　　平成27年12月13日（日）
　　　　　　　　　午後₁時20分（受付:午後12時30分）～午後₄時30分
　　場　　所　　京葉銀行文化プラザ₆階「欅の間」
　　　　　　　　　千葉市中央区富士見町₁丁目３－２
　　　　　　　　　電話:０４３－２０２－０８００
　　　　　　　　　JR千葉駅東口より徒歩₃分
　　講習内容　　知って得する「最新の消化器外科」
　　　　　　　　　～日大附属動物病院の先端技術～
　　講　　師　　日本大学 生物資源科学部 獣医学科
　　　　　　　　　獣医外科学研究室 教授　浅野和之　先生
　　参 加 費　　３,０００円（埼玉県獣医師会の会員は無料）

　参加を希望される先生は、事前に埼玉県獣医師会事務局まで御連絡ください。
　　　　　　　　電　話　０４８－6４５－１９０6　　ＦＡＸ　０４８－6４８－１８6５　　メール　s-vma@vesta.ocn.ne.jp

▲至 東京 至 成田

▲

派出所

モ
ノ
レ
ー
ル

京葉銀行
文化プラザ

京葉銀行

千葉駅ＪＲ
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駅
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NTT

そごう
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栄
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駅

　西支部の地域（比企郡、入間郡、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、川越市、富士見市、ふ
じみ野市、狭山市、入間市、所沢市）にお住まい又はお勤めの会員の皆様へ、恒例の西支部新年会のお知ら
せをさせていただきます。
　日頃お会いする機会の少ない衛生支部、農林支部、団体支部の先生方にもお気軽にご参加いただき、会員
相互の交流、親睦を深める良い機会になれば幸いと存じます。
　アトラクションには今回、お琴とバイオリンとフルートとの楽しい共演を予定しております。和楽器と洋
楽器の気鋭の女性演奏家によって結成された音楽ユニットです。京都平安神宮での紅しだれ桜コンサートや
NＨK Eテレ 「日本の芸能スペシャル・コンサート」 などに出演されている方々の演奏で、お正月らしい優
雅なひとときを美味しいお食事を召し上がりながらお過ごしください。多数の方々のご参加をお待ちいたし
ております。
　日時、場所は下記の通りです。参加希望の方は１月１０日（日）までにFAXで栢森までお申し込みください。

記

　日　時　　平成28年₁月17日（日）　開宴　19時00分
　　　　　　　　　　　　　　　　 （受付　１８時３０分～）
　場　所　　川越プリンスホテル₃階　マリーゴールド
　　　　　　川越市新富町１－２２
　　　　　　ＴＥＬ　０４９－２２７－１１１１
　会　費　　１０,０００円

　お問い合わせ・お申し込み　西支部新年会実行委員長　栢森　武等（高倉動物病院）
　　　　　　　　　　　　　　FAX:０４－２９6４－6４66（TEL:０４-２９6３-４８５２）

西支部新年会のお知らせ
西支部長　別部　博司
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通町中央公園

広瀬病院

西雲寺

丸広セントラル

富士見中

川越女子校

川越プリンス
ホテル
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切り抜きニュース

「大型犬に高度な知能」
飼い主不起訴は不当

　北九州市で昨年₅月、60代女性が大型犬にかま
れて重傷を負った事件があり、過失傷害容疑で送
検され不起訴処分（嫌疑不十分）となった飼い主
の男性＝同市小倉南区＝について、小倉検察審査
会は不起訴不当と議決した。審査会は、同じ犬種
の知能の高さについて補充捜査を求めている。
　議決は今月15日付。議決などによると、事件は
昨年₅月28日夜、小倉南区の女性方で起きた。近
くの男性が室内で飼っていた大型犬のバーニーズ
マウンテンドッグが逃げ出し、女性はかみつかれ
両腕などに約₂カ月の重傷を負った。捜査関係者
は、部屋のクレセント錠に犬の爪痕が残っていた
ことから、犬が錠を外して脱走した可能性が高い
としている。
　福岡地検小倉支部は、犬が錠を外して逃げるこ
とを予測するのは困難だったなどとして、昨年12
月に男性を不起訴とした。だが議決は、この犬が
「ドッグトレーナーに訓練してもらうなど、比較
的高度な知能を持っている」と指摘。同犬種の知
能の高さや行動特性について捜査した形跡がない
として再捜査を求めた。同支部は「再捜査して（起
訴するかどうか）処分を検討する」としている。
 （小川裕介）
 朝日新聞　１０月２１日

猫派 犬派をしのぐ勢い
飼育数逆転見込み 散歩不要・少ない手間

　これまでペットの人気を二分してきた犬と猫。
長く犬のリードが続いていたが、猫が逆転する日
が近々やってきそうだ。散歩やしつけの手間から
犬を飼う人が減る一方で、猫を家庭に迎える人が
増えている。
　ペットフードメーカーの業界団体「一般社団法
人ペットフード協会」（東京都）は1994年から全国
調査を実施し、犬と猫の推計飼育数を発表してい
る。昨年の調査では、犬は1，035万匹、猫は996万

新型ノロウイルスの感染者が出たって
従来型と同程度の強さだが、流行が心配。
手洗いで予防を

アウルさん　新型のノロウイルスの感染者が出た
と聞いたよ？
Ａ　ノロウイルスは、下痢・嘔吐などを起こす感
染性胃腸炎や食中毒の原因になることで知られ
る。人間に感染する遺伝子の型は約30種類あり、
同じ型の中でも遺伝子の一部が変異しやすい。変
異すると、性質が変わる可能性がある。今回、新
型と騒がれているのは「ＧⅡ・17」という遺伝子型
のウイルスの一部が変異したものだ。

匹だった。調査対象を₅万人に増やした過去₅年
で見ると、犬は年平均で３．２％減少する一方、猫
は０．９％の微増が続く。協会の越村義雄名誉会長
（67）は「散歩の必要もない猫は単身者でも飼いや
すく、今回は犬猫が逆転するのではないか」と予
想する。
　犬に逆風となっているのは、飼い主の高齢化
だ。同協会の昨年の調査によると、年代別では犬
猫とも50代の飼育者が最も多く、50代以上が全体
の₆割を占める。そこに、90年代後半の小型犬ブー
ム時に飼い始めた犬が寿命を迎えつつある状況が
重なる。市場調査会社「富士経済」（東京都）の橋本
幸二主任は「飼い主の加齢に伴う負担の大きさか
ら、犬の飼育数の減少に歯止めがかからない」と
いう。
　メディアでも猫人気が顕著だ。ＣＭやドラマに
出演する犬猫約180匹を擁する湘南動物プロダク
ション（千葉県）は、かつては犬への仕事依頼が₈
割を占めたが、最近は猫が₆割にのぼる。複数の
ペットのブログランキングでは猫が軒並み上位を
占める。

 （机美鈴）
 朝日新聞　10月26日
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ア　いつ見つかったの？
Ａ　昨年₃月、初めて川崎市内で確認された。関
東や近畿地方、海外では中国や米国でも報告され
た。人間を病気にさせる力は、従来型と同じ程度
とみられている。ただ、従来型の一部が変異した
ウイルスや、過去に流行していない遺伝子型のウ
イルスには、体を守るための免疫を持っていない
人がほとんど。大流行しないか心配されているよ。
ア　これまでに流行したのはどんな型なの？
Ａ　「ＧⅡ・₄」という遺伝子型が主流だった。感
染性胃腸炎がこの10年間で最も流行した2006年や
大きな流行となった12年はＧⅡ・₄の一部が変異
したウイルスが多く見つかっている。
ア　今季はどうなの？
Ａ　ノロウイルスによる感染症は主に冬に流行す
るので、傾向はわからない。川崎市内では今年₁～
₆月に36人から新型が見つかったのに対し、ＧⅡ・
₄は17人。市の担当者は「患者が増えれば重症者
も増える。抵抗力の弱い高齢者や子どもは特に注
意してほしい」と呼びかけている。

ア　新型の予防法は？
Ａ　従来型と変わらない。ウイルスは、付着した
食べ物を食べたり、汚染された手で口などに触れ
たりして体内に入るため、予防は手洗いが基本とな
る。ウイルスは患者の便や吐いたものに多く含ま
れており、片付ける際にはマスクや手袋が必要だ。

 （南宏美）
 朝日新聞　１０月２９日

広告
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年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生

₆月１４日㈰
北支部
「麻酔モニタリングを読む」
山口大学　井芹　俊恵　先生
（熊谷市　熊谷市立商工会館）

₆月１４日㈰

東支部
「とにかく尿検査、尿検査、尿検査！
　腎性蛋白尿を軽んじてはならない！」
日本獣医生命科学大学　竹村　直行　先生
（越谷市　越谷サンシティ）

₆月１９日㈮
　～２１日㈰

第９０回日本獣医麻酔外科学会／第１０２回日本獣医循環器学会／第５７回日本獣医画像診断学会
２０１５春季合同学会　（さいたま市　大宮ソニックシティ）

₇月₅日㈰

東支部
「皮膚科診療でペットオーナーの心をつかむ
～継続診療につながるインフォームド・コ
ンセントをしていますか～」
犬と猫の皮膚科　村山　信雄　先生
（越谷市　越谷サンシティ）

₇月１９日㈰

南第一支部・南第二支部
「動画から学ぶ！犬および猫の下部呼吸器
疾患について」
日本獣医生命科学大学　藤田　道郎　先生
（さいたま市　埼玉会館）

₉月１３日㈰ 平成２７年度　関東・東京合同地区獣医師大会（横浜）獣医学術関東・東京合同地区学会
（神奈川県横浜市　パシフィコ横浜）

１０月₄日㈰

北支部
「こんな心電図に要注意！
～症例から見る心電図の読み方～」
麻布大学　藤井　洋子　先生
（熊谷市　熊谷文化創造館さくらめいと）

１０月１6日㈮

北支部
「子牛の免疫についてⅡ（離乳
～育成期）」
酪農学園大学　大塚　浩通  先生
（熊谷市　熊谷家畜保健衛生所）

１１月₃日
（火・祝）

南第一支部・南第二支部
「難治性の下痢・嘔吐の診断・治療・予後（1）」
日本小動物医療センター　中島　亘　先生
（川口市　川口総合文化センター）

１１月₈日㈰
東支部
「肝・胆・膵の診断と治療」
日本大学　坂井　学　先生
（越谷市　越谷サンシティ）

１１月２９日㈰
西支部
「下痢・嘔吐の診療　（前半 下痢の診療）」
日本小動物医療センター　中島　亘　先生
（川越市　川越南文化会館）

１２月２５日㈮
農林支部
平成２７年度埼玉県家畜保健衛
生業績発表会

平成２８年
₁月１７日㈰

さいたま市支部
「一人でできる　手術編」
南動物病院グループ代表　南　毅生　先生
（さいたま市　With You　さいたま）

₁月２４日㈰
西支部
「下痢・嘔吐の診療　（後半 嘔吐の診療）」
日本小動物医療センター　中島　亘　先生
（川越市　川越南文化会館）

₂月 農林支部
　関東甲信越家保業績発表会

衛生支部
　健康福祉研究発表会
　食肉衛生技術研修会

₂月１４日㈰
西支部
「耳科診療アップデート　耳炎撲滅にむけて…」
講師　臼井犬猫病院　臼井　玲子　先生
（東松山市　ホテル紫雲閣）

₂月２6日㈮
　～２８日㈰

平成２７年度  日本獣医師会獣医学術学会年次大会（秋田）
（秋田キャッスルホテル、秋田アトリオン、にぎわい交流館AU）

₃月₆日㈰
西支部
「（仮）病理組織診断を最大限生かす為に」
病理組織診断ＣAPＩTAL代表　石原　勇介　先生
（川越市　川越南文化会館）

平成２７年度埼玉県獣医師会学術広報版
（平成２７年１１月２０日現在）
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１０月１6日　北支部・しゃくなげ埼玉県支部合同学

術研修会（熊谷市　埼玉県熊谷家畜保

健衛生所）

１０月２２日　第₄回理事会（さいたま市　大宮ラ

フォーレ清水園）

１０月２３日　第５９回埼玉県公衆衛生大会（さいたま

市　さいたま共済会館）

１０月２４日　彩の国さいたま動物愛護フェスティバ

ル２０１５（深谷市　深谷市総合体育館）

１１月₃日　南第一支部・南第二支部合同学術講習

会（川口市　川口総合文化センター）

１１月₃日　横浜市獣医師会60周年記念祝賀会（横

浜市　ホテルニューグランド）

１１月₆日　日本獣医師会・日本医師会合同シンポ

ジウム（東京都文京区　日本医師会館）

１１月₈日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン

シティ）

１１月２０日　平成２７年度新入会員研修会（さいたま

市　埼玉農業共済会館）

１１月２８日　畜産フェア２０１５（熊谷市　埼玉県農業

大学校）

１１月２９日　西支部学術講習会（川越市　川越南文

化会館）

１２月₂日　狂犬病予防委員会（さいたま市　埼玉

農業共済会館）

１２月１１日　（予定）日本獣医師会 第₅回理事会（東

京都港区　日本獣医師会）

１２月１５日　第₅回理事会（さいたま市内）

１２月２５日　（予定）平成２７年度埼玉県家畜保健衛

生業績発表会（さいたま市内）

平成２８年　

₁月１７日　さいたま市支部学術講習会（さいたま

市　With You さいたま）

₁月２２日　平成２８年新春懇談会（さいたま市　大

宮ラフォーレ清水園）

₁月２４日　西支部学術講習会（川越市　川越南文

化会館）

₂月₇日　関東・東京合同地区獣医師会理事会（横

浜市　ホテルニューグランド横浜）

₂月１１日　埼玉県獣医師会ボウリング大会（さい

たま市　スポルト浦和国際ボウル）

₂月１４日　西支部学術講習会（東松山市　紫雲閣）

₂月２6日～２８日　平成２７年度日本獣医師会獣医学

術学会年次大会（秋田）（秋田県秋田

市　秋田キャッスルホテルほか）

₃月₆日　西支部学術講習会（川越市　川越南文

化会館）

事　務　局　メ　モ

ホームページ会員専用ページ　入室は　URL  http://www.saitama-vma.org/
ＩD:SVMA（半角・大文字）　パスワード:MITSUO（半角・大文字）
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編　集　後　記
　もう１２月です。早いですねー、皆さんの一
年はいかがでしたか？あんなに暑い夏だった
のに？忘れてしまうこの寒さ。周りの木々が
真っ黄色、625号が届く頃は枝のみでしょう
が四季のある日本に生まれて感謝です。
　₉月に開催された駒沢公園での日本獣医師
会主催で髙橋会長が企画検討委員長を務める
動物感謝デー in Japanが昨年は台風で中止
だったが、晴天に恵まれて盛大に開催された。
５０を超える地方獣医師会、各大学、企業、関
連団体のブースは工夫を凝らして多種多彩な
催し物をやっている。中でも遠くからトンテ
ンカン、トンテンカンという懐かしい音に引
かれて着いた場所は装蹄師会で馬の蹄鉄を長
い鉄の棒から金床でたたく音だった。昔も今
も同じやり方だった。我が家では５０数年前ま
で時期になると、わく場や馬の治療場の前で
何頭も並んで待っていた。装蹄師のおじさん
達が炉に入れたコークスを“ふいご”で真っ
赤に火を起こし、金鎚で蹄鉄を作って、毎朝
この音で起こされた。赤く焼いた蹄鉄が少し
冷えたところで削蹄したひずめにジューッと
当てた時の匂いを思い出した。
　今は若い女子までが金鎚を持って電子レン
ジ大の窯でプロパンガスを使って焼きを入れ
金鎚で駒沢の空にいい音を響かせていた。ふ
いごの窯でコークスからプロパンガスに時代
の流れを感じながら子供の頃を思い出させて
くれた。
　来年も₉月ごろの土曜日に開催されます。
家族連れでも楽しめます。会報に案内されま
すので是非参加してみたら如何でしょうか？
　20日には20名の新入会員に対して研修会が
開催された。本年度はどうぶつの総合病院か
ら大勢の入会があったので新入会員が増え
た。開業は₄名だが勤務医や公務員が増えた。
国内を見回しても若者は良く景気の先を見て
いる。開業は既に頭打ちのようで今後勤務や
公務員志向になりそうだ。
　１０月２７日、米海軍第₇艦隊所属のイージス
艦「ラッセン」が南シナ海南沙諸島の中国が
主張する埋め立て造成した人工島１２海里内の

巡視活動をし続けるそうだ。世界の警察を名
乗っていた米国の力がなくなってきて心配し
ていたが、まさに助け舟だ。でも遅いよ！駆
け引きがあったのか？いくら何でも水没して
しまう暗礁を埋め立てて自分の領土にするの
は認められないでしょうが、争いにならない
でほしい。
　そしてテロだ、フランスの大統領は“戦争
状態”と宣言した。今までの戦争とは違う気
がする。どうやって終結させるのか？世界中
を巻き込んでの戦い。来年はサミットだ、そ
して、東京オリンピックまで続かないで欲し
いものである。
　また、冬が来て鳥インフルエンザが心配だ。
先日の新聞報道によると２０１４年₁月に韓国で
発生し夏にシベリアで営巣し１１月から１５年₂
月に日本に飛来してきたのだそうで、水際対
策は困難というのだ。県では今年も防疫訓練
を開催した。県職員を先頭に市町村職員、養
鶏農家等関係者の参加で初動防疫の作業手順
を再確認したそうである。今年はより警戒す
る必要があるのではなかろうか、寒くなって
きたので心配だ。県職員の先生方は大変で
しょうが頑張ってください。
　ラグビーが元気になった。昭和の時代は
サッカーよりラグビーだったような気がす
る。サッカーはスマートだなーと感じたが、
巨漢同士のぶつかり合い、五郎丸もイイが、
男臭く皆イイ。ジョーンズヘッドコーチは一
か月間日本を魅了してくれた稀に見る監督
だ。日本ラグビーの、いや日本人の欠点を知
り尽くした人が去ってしまったのが惜しい。
肌が触れ、ぶつかり合うスポーツが復活する
のは大歓迎。一時のブームではないことを願
いたい。熊谷でのワールドカップが楽しみだ。
　今後、各支部講習会、集合狂犬病予防注射
実施者講習会、新春懇談会、髙橋会長文化賞
報告会、ボウリング大会、内科学アカデミー、
２７年度日獣年次大会（秋田）、などが開催さ
れます。会員の皆さんの参加をお願いいたし
ます。 （不動）
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