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■プログラム　「ロータリーと私」	 （プログラム委員会）
　国際ロータリー第2830地区　2000-01年度ガバナー	 関
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博	様
　私は、青森県弘前市の隣にある、藤崎町という小さな街で
診療所を開業しております。
　私は、東京から青森に移り住み、大学は福島の大学で医学
部を終え、27才の時にアフリカ行きの話が持ち上がりまし
た。妻と10ヶ月になる長女を連れて、ガーナの地へ降り立ち

ました。アフリカで私は栄養失調病院に勤め、現地の医師のサポートを
しました。そして私が赴任してすぐの頃、3歳の男の子が運ばれてきま
した。栄養失調で体重が8キロしかありませんでした。その上、いろいろ
な感染症も重なり、熱は高く、意識もない状態でした。私が彼の担当にな
り、日本で受けた医療教育のままにやろうとしましたが、現地の看護婦
長であるオードリーさんは悲しげな顔をして指示に従ってはくれませ
んでした。なぜなのかと尋ねると、ここだけではなく今ガーナには、抗生
剤や点滴などはないといいました。ではどう治療すればいいのかと逆に
尋ねると、彼女は米のとぎ汁を飲ませるんですと答えました。ですがも
う意識を半分なくしている子供に米のとぎ汁を飲ませる方法はありま
せん。ですから私はもう治療する方法はない、この子は助からないとい
いました。ですが彼女はその子供を病棟へと連れて行き、一生懸命に米
のとぎ汁を飲ませようとしていました。そこで彼女が示してくれたもの
は「医者である前にまず人間でしょう。それならば何もなくても何か出
来ることを模索するべきではないのか」そして彼女は米のとぎ汁を飲め
ないのであればと、冷たくなっていく身体をさすったり、そばで悲しみ
に暮れている母親を励ましたり、そしてみんなでこの死に行く子供のた
めに祈ってあげる、そういったことを彼女はしていました。私自身はと
ても恥ずかしかったし、医者として何も出来なくても、人間として出来
ることを忘れていたなと思っています。そのことが自分にとっての原点
であると言う気がしています。彼女と2年間、一緒に仕事をしましたが、
彼女は私がアフリカを去るときに飛行場まで送ってくれて、その時に

「あなたは2年前、先進国から来た傲慢な若い医者だった。だけど今あな
たは、私たちアフリカの友人だ。同じアフリカの大地にいる仲間だ。」と
言ってくれました。その事が私にとって最高の褒め言葉でありました。
　ガーナにいた頃、ゴルフをしたことがあります。キャディーがついて
くれますがみんな子供です。なぜかと言いますと、1ラウンドにつき50
円〜100円もらえ、そのお金で家族が2〜3日暮らすことの出来る食料を
買うことが出来るのです。その中の一人の子供と仲良くなり、彼の家に
連れて行ってもらいました。家族を紹介され、最後に家の奥にきらっと
光るものがありました。猫か犬でもいるのかと思いましたが、そこにい
たのは彼のおばでした。ポリオに感染して足が動かず、ずっと家の中で
過ごしていると言うことでした。ポリオというと知識としてはありまし
たが、実際にポリオの患者さんを見ることはありませんでした。ところ
がアフリカに行って初めて見たポリオの患者さんに驚き、愕然としまし
た。こんなにもひどい病気だったのかと言うことを初めて知りました。
その後、日本に帰ってきてからはその事をすっかり忘れていました。も
う一度ポリオと出会うのは、ロータリークラブに入ってからのことであ
ります。
　2000年〜2001年にガバナーを務めました。小さな診療所で、医師は私
一人だけです。その中でガバナーにならないかと言われたときに迷いま
した。当時の会長は佐藤さんという方で、彼は真っ先に僕のところへ来
て、ガバナーにならないかと言われました。これより前に佐藤さんとは
次のような話がありました。私は1988年にRCに入会しましたが、例会は
全然面白くなく、出席しなくなりました。その時に先輩ドクターの佐藤
さんが毎回例会の時だけ迎えに来てくれました。「あぁ、これがRCなの
か」と思いました。ですから例会がつまらないとか、あるいは今日は何だ
か行きたくないと言うことではなく、例会というのは行かなくてはいけ
ないなと思いました。私の場合は、毎回迎えに来てくれた佐藤さんの恩
義に報いるために出席しようと心に決め、毎週100%出席を続けていま
す。そんな佐藤さんからガバナーのお話を頂いたので、とても迷った訳
です。そんな時に私の背中を押してくれたのが妻であります。「そんなに
悩んでいないで、引き受ければいいじゃない」と言いました。私は借金も
あるし、収入がなくなったらどうするのかと言いました。すると彼女は

「病気になったと思えばいい。」といいました。極めつけの言葉は「どうせ
あなた、アフリカで一度死んだ人生じゃないの。命があるだけ儲けも
の。」と言われました。それはなぜかと言いますと、断水や停電などもあ
りましたが、クーデターにも何度か巻き込まれたことがあります。収容
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所のようなところに入れられ、下手をすれば処刑されてしまうのかとい
う体験をしました。ですがその時に助けてくれたのが、同じ病院で働い
ていたガーナの同僚達でした。私が捕まったのを知って、みんなでクー
デターを起こした兵隊に掛け合ってくれ、無事釈放されたという経緯が
あります。そんなわけで「アフリカで一度死んだ人生」という言葉が出た
のです。そして「あなたが地区のロータリアンの役に立つならいいんじ
ゃないの。今までの蓄えを使ってもいいし、借金だってまた1年後に働き
始めたら返せばいいじゃない。」と妻に励まされてガバナーを引き受け
ました。そして今では、ガバナーになって本当に良かったと思っており
ます。
　そして私はガバナーになってやりたいことが二つありました。一つは
ポリオワクチンの投与活動に行きたかったのです。インドでのワクチン
投与に、ニューデリーのスラム街を訪れました。世界中で1億4千万人の
子供に一斉投与するにはとても医者だけでは足りません。ですから妻も
行きましたし、インターアクターやローターアクターにも参加してもら
いました。ワクチン投与に参加してくれた人の中で2名、印象に残ってい
る人達がいます。一人はローターアクターの菊池君という青年です。そ
の菊池君に日本のお母さんから電話があり、お父さんが心筋梗塞で倒れ
たとのことでした。そして私は菊池君にすぐに帰るなら手配をするから
と言いました。すると彼は「いま父は危険な状態だが、その父が母に言う
には“いまインドに行っている息子を呼び返すな、なぜならば私の息子
はインドに子供の命を救いに行くと言って張り切って出かけていった。
それなのにワクチンを投与せずに帰ってきては一生後悔することにな
る。だから呼び戻すな”と父親が言っていますので、ちゃんとワクチンを
投与してから帰りたい。」と言いました。彼は、次の日ワクチン投与に参
加して、その翌日、日本に帰りました。帰ったときには意識があったそう
ですが、それから1週間後、亡くなられたそうです。ですが彼は「後悔して
いません。父も自分を誇りに思ってくれている。」と言ってくれました。
私はとても感動しました。もうお一方は、弘前RCの同僚で、建設会社社
長のSさんです。そのSさんは「RCは異業種交流のために入会をした。社
会奉仕や国際奉仕には興味がない」とおっしゃる方でした。インドに向
けて出発する1月19日、その日の青森空港は雪でした。その空港にSさん
が現れました。てっきり見送りにでもきてくれたのかと思いましたが、
彼の口からは「俺もインドに行くよ。おまえがガバナーとしてインドに
行くのに、数人程度で行くのはみっともないから来てみたが、こんなに
大勢いるなら来なきゃ良かったな」と言いながらも飛行機に一緒に乗っ
ていってくれました。そしてワクチン投与の日、私と妻とSさんの3人で
チームを組んでワクチンを投与しました。私が20人ほど投与して妻と交
代し、そしてSさんに交代しました。ワクチンは2滴投与して完了なので
すが、その2滴がなかなか落ちてこないのです。あまりにも時間がかかり
すぎるのでSさんを見ると、彼は涙で顔をくしゃくしゃにして、手が震え
てワクチンが落とせないでいました。それでもなんとか落としました。
そして彼は1人投与して十分だと言って廊下へ出て行きました。私も心
配になったので、後を追いかけていって話しかけました。
　すると彼は「私がワクチンを落とそうとしたら、赤ちゃんと目が合っ
た。そしてこのワクチンを投与すれば、この子は将来ポリオにかからな
いで済むんだ、この子の将来は自分の手にかかっているのだと思った
ら、とても感動してしまった。」と言いました。そして「俺はRCとは職業
奉仕だって言っていたし、寄付なんてとんでもないと思っていたけど、
このポリオの投与活動を誤解していた気がする。実際インドへ来て自分
の手でやってみたら、こんな素晴らしいことをロータリーがやっている
とは知らなかった。」と言いました。そして彼は日本に帰ってきて、今度
財団に寄付しようかな、といった話もしていました。そしてまた来年ワ
クチン投与に行こう、妻も連れて行くからと言いました。実は彼の話に
は後日談があります。一代で会社を興し、年商も50億円という会社に成
長しましたがバブルが弾けた後、会社が倒産してしまいました。去年の
暮れに1枚のはがきが届きました。そこにはSさんの新しい会社を興す記
念の会に出席して欲しいというものでした。新たな会社は僅か6名での
出発でしたが、以前のSさんの顔よりも、よっぽど輝いて穏やかに見えま
した。その後、彼と飲みに行って話をしました。またよく会社を興せまし
たねと聞きますと、「本当はもう諦めていた。年商50億の会社と比べてこ
んなちっぽけな会社…とも思いました。でもなんでもう一回やる気にな
ったか分かりますか？インドまで一緒に行って、一緒にワクチンを投与
して、あの時の子供がもう7歳ぐらいになっているでしょう。その子供
が、自分が赤ちゃんだった時に、日本から来たロータリアンがワクチン
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を投与したお陰で、あなたはポリオにならないで生きていられる、とお
母さんから聞いた時、その俺が会社が倒産してひねくれていたらどうす
るんだと。あの赤ちゃんのためにも一度再起しようと決意したんだ。」と
言われてました。それを聞いた時、私はすごいなと思いました。Sさんは
40代で大会社を興して倒産して、普通ならやめてしまう所を、インドで
出会った赤ちゃんの瞳を忘れずにもう一度やってみようと思ったこと、
そしてなによりも弘前RCの仲間が彼のそばに常にいた、そういったこ
とがロータリーの「フェローシップ」だと思っています。
　「私たちは年をとるに連れて2つの手を持っていることに改めて気が
つきます。一つの手は自分のため、愛する家族のために使い、もう一つは
あなたの助けを必要とする人のために使いなさい。」と言ったのはオー
ドリー・ヘップバーンでした。彼女は晩年、ユニセフの親善大使を務めて
いました。そこでロータリーのことを思うのですが、ロータリーとはそ
んなにも難しいものなのでしょうか？もっとシンプルに考えて、オード
リーヘップバーンが言うように、一つの手は自分自身の職業や生活を支
えて、もう一つは自分の為じゃなく自分の助けを必要としている人のた
めに使おうと言うのがロータリーではないでしょうか？
　先ほどガバナーになるのに背中を押してくれた人がいるという話を
しましたが、一人は妻で、もう一人は地区幹事をして下さった三浦さん
です。彼は私のことを「忘年の友」と呼んでくれました。彼は私にとって
大きな存在でした。私がガバナーの任期を終えるころ、大腸ガンである
ことが分かりました。一旦手術をしてよくなりましたが、肺や腎臓へ転
移しており、再入院となりました。そして一昨年の暮れにお見舞いに行
った時、彼が忘年会をやろうと言い出しました。「俺にとっての人生最後
の忘年会は関場とやるんだ」といいました。私は最後だなんて言わない
で下さいよと言いましたが、彼は自分の死期を悟っていたんだと思いま
す。ですが入院中で治療をしている身で、どうやって忘年会をするのか
と尋ねますと、おまえが考えろと言うことで、病院から抜け出して近く
の居酒屋へ行きました。僅か30分ほどの時間でしたが、その中で「ロータ
リーに入って本当によかった。いろいろな人に出会えたし、おかげで楽
しい人生が送れた。そして関場と出会ってガバナーと地区幹事をやるこ
とが出来た。この記録はロータリーがある限り永遠に残ることになる。
おまえのおかげで楽しい人生だった。」というわけです。そして彼は次の
年の2月に亡くなりました。
　大好きな宮沢賢治の言葉に「世界全体が幸せにならない限り個人が幸
せになることはない」その通りだと思います。
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■ビジター紹介

帯広南ロータリークラブの方々

■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　皆さん、こんにちは。今朝、メールをチェックしますと国
際ロータリー事務総長・ジョン・ヒューコさんから『主要メ
ディアで紹介されたポリオ撲滅活動とロータリー』と題し
てメールが入っていました。一部ご紹介します。『ロータリ
アンの皆さま、国際ロータリーよりご挨拶申し上げます。

先日、インドを含む東南アジア地域“ポリオフリー”が認定されたことを
受け、ポリオ撲滅活動の大きな前進が各種メディアで紹介されました。
ロータリーは、主要パートナーとして長期にわたってポリオ撲滅活動を
支援しています。CNN、BBC、ニューヨークタイムズ、ワシントンポス
ト、ウォールストリート・ジャーナルなど、世界的に大きな影響力のある
メディアで掲載されました。』との事です。日本の地方都市で暮らす私た
ちには、なかなかこのニュースの実感がつかみにくいところでございま
すが、本日のゲスト、弘前アップルロータリークラブ・2830地区パストガ
バナーの関場慶博さんから、卓話でこのポリオについてお話しいただけ
ることと思います。何度か例会でご紹介していますが、「百聞は一見にし
かず」と今年2月佐藤幸宏会員がインドポリオ投与ボランティア体験で
きましたのも、関場先生との出会いがあっての実現でした。短い時間で
ございますが、関場PDGを講師にロータリーの魅力について学びたいと
思います。どうぞ、よろしくお願いします。
■会務報告	 小田　　剛	幹事
①帯　広RC、4月30日（水）の例会は、休会と致します。
②帯広南RC、夜間例会（創立記念）開催のご案内
　日　時　4月21日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
③帯広北RC・帯広東RC・音更RC、3RC合同夜間例会
　日　時　4月22日（火）午後6時

　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※尚、帯広北RCは、4月25日（金）の繰上げ例会と致します。
④帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　4月24日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑤帯広南RC、4月28日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広東RC、4月29日（火）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広西RC、5月1日（木）の例会は、休会と致します。
　帯広北RC、5月2日（金）の例会は、休会と致します。
　帯広南RC、5月5日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広東RC、5月6日（火）の例会は、休会と致します。
■新会員紹介　（会員増強委員会）
猿
お が わ

川　陽
ようすけ

介 君　紹介
推薦者：飛岡　抗会員・五十嵐聖二会員
■委員会報告
・出席報告
3月29日例会の報告 会員総数90名（内免除会員5名）出席者数90名（内出席免除会員5名）
3月12日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率 73名　85.9%
4月2日例会の報告 会員総数90名（内免除会員5名）出席者数63名（内出席免除会員1名）
3月19日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率 89名　98.9%
3月の平均出席率は、89.8%
・ニコニコ献金
三浦　順子 様
　念願の帯広RC様にMuさせていただき感激です。昨夜はネオン街を満
喫し、今日はワイン城に行って参りました。十勝晴れの素敵な帯広を楽
しませていただきました。よろしくお願いします。
宇野　純子 様
　初めての帯広で楽しみに来ました。今日はよろしくお願い致します。
渡辺喜代美 会長
　念願かなって、弘前アップルクラブから3名のロータリアンをお迎え
いたしました。2830地区パストガバナー関場慶博さん、弘前アップルキ
ャンペーンガールの三浦順子さん・宇野純子さん。関場先生には、本日の
例会で卓話をお願いしています。どうぞよろしくお願いします。
進藤　恒彦 会員
　ボーイスカウトに助成をいただき有り難うございます。
栂安　雅満会員
　4月1日につがやす薬局西一条店をオープンさせました。駅前にありま
すので、利便性が良いと思います。処方箋をお持ちの方はぜひご利用下
さい。
長澤　秀行 会員
　長らくお待たせいたしました。畜大牛乳アイスクリームが大学生協で
好評発売中です。来週、当例会にお持ちします。お楽しみに。
飛岡　　抗 会員
　本日新入会員で入会いたします猿川陽介さんをご承認いただきまし
て、誠にありがとうございました。逸早く皆様と仲よくできますよう皆
様からのご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。
五十嵐聖二 会員
　新入会員の猿川さんをロータリークラブの仲間としてご承認頂きあ
りがとうございます。
猿川　陽介 会員
　本日より入会させて頂くこととなりました。よろしくお願い申し上げ
ます。
橋枝　篤志 会員
　テーブル100%出席です。ありがとうございます。
■本人誕生日祝
平原　　隆 会員　五十嵐聖二 会員　中島　一晃 会員
大森　康次 会員　神山恵美子 会員

■配偶者様誕生日祝
奥原　　宏 会員　三宅　弘泰 会員
■結婚記念日祝
道　　吉見 会員　和田　賢二 会員　後藤　裕弘 会員
小白　智志 会員　合田　　修 会員　小澤　昌博 会員
加藤　維利 会員　三浦輝世典 会員　奥　　周盛 会員

■4月のプログラム予定
4月16日（水）特別支援学校の進路状況について」 （プログラム委員会）
北海道帯広養護学校　進路指導主事・進路支援コーディネーター　武田　圭史 様
4月23日（水）「ロータリー財団の現状」 （ロータリー財団委員会）
4月30日（水）「休　会」


