
Ⅲ 会 議 

 １ 横浜市関係 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 2１.４.22  本会事務局会議室  井上理事・相原理事・事務局２名・ 

横浜市２名 

横浜市教育委員会講習会        21.5.7   教文センター   中川会長・越久田副会長・久松理事 

横浜市健康福祉局打合せ会議      21.5.9   獣医師会会議室  井上理事・伊礼事務局長・横浜市４名 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 2１.5.26  本会事務局会議室  井上理事・相原理事・事務局２名・ 

横浜市２名 

横浜市健康福祉局打合せ会議      21.5.26  健康福祉局４階会議室  井上理事 

横浜開港150周年式典          21.5.31  みなとみらい国立国際会議場  中川会長 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 21.6.22  本会事務局会議室  事務局２名・横浜市１名 

平成２２年度予算要望説明  21.7.9   健康福祉局４階会議室 越久田会長・久松副会長・井上理事・相原理事                                   

書類照合事務（動物保護管理委託事業、犬不妊去勢手術推進事業） 21.7.14    本会事務局会議室     井上理事・相原理事・ 

吉池理事・中丸理事・事務局２名・横浜市２名                                                                         

人と動物との共生推進よこはま協議会  20.７.２3   松村ビル別館会議室  中川名誉会長・越久田会長・井上理事 

第１回横浜市保健医療協議会      21.7.29     ホテル横浜ガーデン   越久田会長   

書類照合事務（動物保護管理委託事業・猫・犬不妊去勢手術推進事業） 21.8.17    本会事務局会議室    井上理事・相原理事・吉池

理事・中丸理事・事務局２名・横浜市２名 

  書類照合事務（猫・犬不妊去勢手術推進事業） 21.９.1５    本会事務局会議室    井上理事・相原理事・吉池理事・中丸理事・ 

事務局２名・横浜市２名 

書類照合事務（犬の適正飼育推進委託事業） 21.９.18    本会事務局会議室    事務局２名・横浜市１名 

書類照合事務（動物保護管理委託事業、犬の適正飼育推進委託事業） 21.９.２８    本会事務局会議室    井上理事・相原理事・事

務局２名・横浜市１名 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 21.10.27    本会事務局会議室    井上理事・相原理事・事務局２名・横浜市１名 

横浜市動物適正飼育推進指導員委嘱式  21.11.12   開港記念会館  越久田会長 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 21.11.27    本会事務局会議室    井上理事・相原理事・事務局２名・横浜市１名 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 21.12.21    本会事務局会議室    井上理事・相原理事・事務局２名・横浜市１名 

  第2回人と動物との共生推進よこはま協議会 21.12.22   関内駅前第二ビル６G会議室 越久田会長・井上理事 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 22.1.18    本会事務局会議室    井上理事・相原理事・事務局２名・横浜市１名 

第2回横浜市保健医療協議会   22.1.26   ワークピア横浜   越久田会長 

教育委員会パネルディスカッション 22.1.28  教育文化センター 越久田会長・久松副会長・井上理事 

健康福祉局打合せ会議       22.1.28  健康福祉局4階会議室  越久田会長・井上理事 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 22.2.23    本会事務局会議室    井上理事・相原理事・事務局２名・横浜市１名 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 22.3.23    本会事務局会議室    井上理事・相原理事・事務局２名・横浜市１名 

 教育委員会打合せ会議      22.3.25   横浜市教育文化センター 越久田会長・久松副会長 

 



２ 日本獣医師会関係（※日本獣医師会役職による記載） 

中国地区獣医師会連合会会長会議           21.４.1０  米子ワシントンホテル（鳥取県）  中川副会長 

日本獣医師会第１回三役会議         21.４. 23   日本獣医師会応接室     中川副会長 

日本動物看護職設立総会               21.5.10      東京大学弥生講堂         中川副会長 

2009動物感謝デーin japan  企画検討委員会      21.5.15    日本獣医師会会議室     中川副会長 

日本獣医師会第２回三役会議         21.5.18    日本獣医師会応接室     中川副会長 

農水省獣医事審議会計画部会         21.5.28    三田共用会議所       中川副会長 

平成20年度日本獣医師会決算監査会      21６.１    日本獣医師会会議室     中川副会長 

平成20年度日本獣医師会決算監査会      21６.2    日本獣医師会会議室     中川副会長 

日本獣医師会第１回理事会                21６.2    日本獣医師会会議室     中川副会長 

日本獣医師会第３回三役会議         21.6.15    日本獣医師会応接室     中川副会長 

日本獣医師会総務委員広報委員会       2１.6.18    日本獣医師会会議室     井上(本会)理事 

平成21年度日本獣医師会第2回理事会・総会  21６.25    明治記念館            中川副会長 

日本獣医師会総会・日本動物保護管理協会総会 21.6.25    明治記念館         越久田（本会）会長 

平成２１年度全国獣医師会事務担当者会議   21.7.10    ホテルフロラシオン青山  伊礼(本会)事務局長・植木（本会）事務員 

獣医事審議会計画部会小動物ワーキング    21.7.17    農水省三番町共用会議所  中川副会長 

日本獣医師会第４回三役会議         21.7.28    日本獣医師会応接室     中川副会長 

農水省消費安全局長ほか挨拶回り       21.7.28    農林水産省         中川副会長 

獣医事情に関する関係者懇談会        21.7.28  ホテルフロラシオン青山   中川副会長 

獣医事審議会計画部会            21.8.18    農水省第二特別会議室    中川副会長 

WVAカウンシルミーティング歓迎レセプション  21.8.27    京王プラザホテル       中川副会長 

北海道地区獣医師大会・学会          21.9.3    札幌京王プラザホテル    中川副会長 

全国学校飼育動物研究大会          21.9.6     神奈川県民センター大会議室 中川副会長 

日本獣医師会第３回理事会          21.9.7    日本獣医師会会議室     中川副会長 

関東・東京合同地区学会大会         21.9.13   グリーンタワー千葉     中川副会長 

農水省動物医薬品審議会・動物医薬品等部会  21.9.15  農水省動物医薬品検査所  中川副会長 

東北地区学会大会並びに懇親会        21.9.17   ホテル青森(青森市)     中川副会長 

日本獣医師会動物感謝デー企画検討委員会   21.9.17   日本獣医師会会議室     中川副会長 

日本獣医師会生涯研修打合せ     21.10.1   ハイアットリージェンシーホテル   中川副会長 

日本獣医師会第７回三役会議及び全国会長会議  21.10.1  日本獣医師会会議室・明治記念館 中川副会長 

日本獣医師会動物感謝デー     21.10.3   駒沢オリンピック記念公園中央広場 中川副会長 

日本獣医師会小動物委員会     21.10.5   日本獣医師会会議室   中川副会長 

日本獣医師会第１回学校飼育動物支援対策委員会 21.10.14    日本獣医師会会議室   中川副会長 

東京都獣医師会創立６０周年記念式典      21.10.25    椿山荘        中川副会長 

日本獣医師会第８回三役会議    21.10.28  日本獣医師会応接室      中川副会長 

日本獣医師会学術奨励賞選考委員会 21.10.29   日本獣医師会会議室   中川副会長 



農水省獣医事審議会免許部会    21.11.10   農水省三番町共用会議所     中川副会長 

日本獣医師会第１回動物看護制度在り方検討委員会 21.11.27   日本獣医師会会議室  中川副会長 

農水省動物医薬品審議会・動物医薬品等部会  21.12.4  農水省動物医薬品検査所  中川副会長 

日本獣医師会第９回三役会議    21.12.17  日本獣医師会応接室      中川副会長 

家庭動物関連業界代表者等懇談会  22.1.14   ホテルフロラシオン青山 中川副会長 

獣医師生涯研修運営委員会     22.1.20   日本獣医師会会議室   中川副会長 

次期学会役員選考委員会      22.1.29  ワールドコンベンションセンター オーチャード  中川副会長 

第２回獣医学術功績者選考委員会  22.1.30  ワールドコンベンションセンター クリスタル   中川副会長 

学会合同定期総会・理事会         22.1.30 ワールドコンベンションセンターサミットホール  中川副会長 

日本獣医師会第10回三役会議    22.1.31  シェラトングランデシャンリゾート    中川副会長 

第１２回全国学校飼育動物研究大会 22.2.7   東京大学弥生講堂   中川副会長 

日本獣医内科アカデミー、日本獣医臨床病理学会2010大会  22.2.7 京王プラザホテル  中川副会長 

日本獣医師会中間監査会、連合会長会議  22.2.18     日本獣医師会会議室   中川副会長 

獣医事審議会計画部会          22.2.22     農水省三番町共用会議所 中川副会長 

獣医臨床教育の確保と学生実習の在り方意見交換会 22.2.24    日本獣医師会会議室   中川副会長 

日本獣医師会第11回三役会議            22.2.2６   日本獣医師会応接室  中川副会長 

動物看護職制度在り方検討委員会      22.3.1     日本獣医師会会議室   中川副会長 

農水省動物医薬品等部会         22.3.2      農水省動物医薬品検査所 中川副会長 

獣医師生涯研修運営委員会           22.3.8       日本獣医師会会議室   中川副会長 

獣医学臨床実習在り方ＷＧ        22.3.8      農水省生産局第３会議室 中川副会長 

獣医事審議会試験部会          22.3.12     農水省第2特別会議室  中川副会長 

日本獣医師会第12回三役会議           22.3.15     日本獣医師会応接室  中川副会長 

 東京都獣医師会通常定時総会来賓挨拶    22.3.28    ホテルフロラシオン青山 中川副会長 

   

 

３ 関東・東京地区獣医師会連合会関係 

関東・東京合同地区獣医師会第１回理事会 21.4.18 ホテルグリーンタワー千葉 中川会長・越久田副会長・伊礼事務局長 

関東・東京合同地区学会第１回評議委員会 21.4.18  ホテルグリーンタワー千葉  武部正美・紺野理事・野村理事 

関東・東京合同地区獣医師会第２回理事会 21.7.5 ホテルグリーンタワー千葉  中川会長・井上理事・伊礼事務局長 

関東・東京合同地区学会第２回評議委員会 21.7.5 ホテルグリーンタワー千葉   武部正美・紺野理事・野村理事 

関東・東京合同地区獣医大会・学会    21.9.13 ホテルグリーンタワー千葉  越久田会長・井上理事・相原理事 

武部正美・紺野理事・野村理事・伊礼事務局長・植木事務局員 

関東・東京合同地区事務局長会議       22.2.3    京葉銀行文化プラザ７F  伊礼事務局長 

関東・東京合同地区学会第４回評議委員会 22.3.3 京葉銀行文化プラザ    武部正美・野村理事 

関東・東京合同地区獣医師会第３回理事会 22.3.12   ぎょうけい館（銚子市） 越久田会長・井上理事・伊礼事務局長 

 



４ 日本小動物獣医師会関係 

日本小動物獣医師会第38回通常総会  20.5.25    東京グランドホテル   越久田副会長・渡辺忠・堀川智生 

日本小動物獣医師会動物介在教育研修会 20.720    東京都 椿山荘     久松 紘一 

 

 

５ 一般会議 

神奈川県畜産振興会監査会       21.4.22  神奈川県畜産センター会議室  中川会長 

県央家畜保健衛生所落成式       21.5.12  県央家畜保健衛生所新庁舎   中川会長 

県央地域自衛防疫推進会議       21.5.21  神奈川県県央家畜保健衛生所  紺野理事 

県央豚オーエスキー病防疫協議会    21.5.21  神奈川県県央家畜保健衛生所  紺野理事 

家畜保健衛生所事業推進会議      21.5.21  神奈川県県央家畜保健衛生所  紺野理事 

神奈川県畜産振興会理事会・総会    21.5.22  神奈川県職員保養所大平荘会議室  中川会長 

神奈川県畜産技術センター試験成績検討会 21.5.26  神奈川県技術センター  紺野理事 

神奈川県養豚協会平成21年度通常総会  2１.6.5    (社)神奈川県養豚協会   紺野理事    

及び特別講演 

第30回関東しゃくなげ会総会・研修会  21.6.19    東京虎ノ門パストラル   紺野理事 

平成22年度農林水産重点施策・予算に  21.6.24  畜産センター会議室    伊礼事務局長 

関する検討会議 

（財）横浜市緑の協会第２回理事会    21.6.29    緑の協会第一会議室    越久田会長 

第１回野生動物リハビリテーター資格   21.6.30    神奈川県民活動サポートセンター  久松理事 

認定制度検討委員会 

損害評価会家畜共済部会         21.7.17    神奈川県農業共済会館会議室   紺野理事 

第１回傷病鳥獣保護連絡協議会      21.8.7    横浜合同庁舎会議室     久松理事、近藤理事 

神奈川県肉豚共進会褒章授与式     21.8.7    小田急ホテルセンチュリー相模大野  紺野理事 

神奈川県オーエスキー病防疫対策会議  21.8.7     小田急ホテルセンチュリー相模大野  紺野理事 

神奈川県下獣医師連絡協議会      21.8.13    神奈川県畜産センター会議室  越久田会長 久松副会長 

                                 井上理事、相原理事、伊礼事務局長 

全国学校飼育動物研究大会     21.9.6     神奈川県民センター大会議室   越久田会長 

横浜市立大学実験動物慰霊祭         2１.9.16   横浜市立大学医学部        越久田会長  

第６回危機管理セミナー        21.9.16     横浜市開港記念会館      伊礼事務局長 

豚魂祭及び研修会          21.9.18    大山阿夫神社 社務所会議室   紺野理事 

損害評価会家畜共済部会       21.9.28    神奈川県農業共済会館         紺野理事 

日本獣医師会全国会長会議      20.10.2     明治記念館          越久田会長 

2009動物感謝デー in japan      2１.10.３    駒沢公園オリンピック記念中央広場   越久田会長 

「野生鳥獣保護活動体制の充実強化ついて」要請   21.10.14   神奈川県庁    越久田会長                     

神奈川県オーエスキー病防疫協議会   21.10.21   海老名市文化会館      紺野理事 



東京都獣医師会60周年記念式典   21.10.26     椿山荘（東京都文京区） 越久田会長 

新公益法人制度に関する個別相談会  21.11.6     神奈川県庁    井上理事、伊礼事務局長、植木事務局員 

畜産関係団体等情報交換会     21.11.6    厚木グリーン会館  紺野理事 

政令指定都市及び東京都獣医師会連絡協議会 21.11.29 広島県グランドインテリジェントホテル 越久田会長・久松副会長 

平成21年度地域馬飼養衛生管理技術地方講習会 21.11.30 海老名市文化会館  紺野理事 

平成21年度地域馬飼養衛生管理体制整備員会 21.11.30 海老名市文化会館  紺野理事 

第２回野生動物リハビリテーター資格認定制度検討委員会 21.12.21 かながわ県民活動サポートセンター 久松副会長 

（社）神奈川県獣医師会賀詞交換会 22.1.14  ホテルプラムコスモ 

（社）川崎市獣医師会賀詞交換会  22.1.21  ホテル KSP 

阪神・淡路大震災犠牲動物慰霊祭  22.2.7  神戸市王子動物園動物園ホール 越久田会長 

市民公開講座「動物と共に災害を乗り越える智恵」 22.2.7  神戸市王子動物園動物園ホール 越久田会長 

平成21年度 （第36回）家畜診療等技術全国研修集会 21.2.24    ヤクルトホール    紺野理事    

（財）横浜市緑の協会第3回理事会    22.2.26    緑の協会会議室    越久田会長 

損害評価会家畜共済部会         22.3.9    神奈川県農業共済会館会議室    紺野理事   

新公益法人説明会            22.3.10  神奈川県民センター  伊礼事務局長 

神奈川県畜産技術検討会(養豚)      22.3.17    海老名市文化会館  紺野理事 

日本獣医学会             22.3.28    日本獣医生命科学大学 越久田会長 

（財）横浜市緑の協会第４回理事会    22.3.30    緑の協会会議室    越久田会長 

 

 


