
られないイラク国内の救急外傷患者をイラン、
イラク国境にあるメヘランMOH病院に移送して
適切な医療を受けられるようにするMSFプロジ
ェクトに関わった。
　2010年にパキスタンのインダス川が氾濫して
大きな被害が出た。まだまだ洪水の傷跡が残る
所を中心に移動診療を行った。一昨年、同じパ
キスタンのハングーにあるMSFの救急病院に派
遣された。ここはパキスタンの西、アフガニス
タンとの国境に近く、タリバン勢力が浸透し、
紛争が絶えないところである。
　イスラム圏での医療活動を通じていくつか気づ
いたことがある。特にイラン人の礼儀正しさと日
本人に対する好意、親近感にしばしば触れること
が出来た。イスラム教の戒律が大変理にかなって
いることも判り、お互いの宗教を理解し、認め合
うのがこれから先、世界の人々が仲良くしていく
ために必要であることに気づかされた。

　私が海外医療活動を通して感じたこと、伝え
たいことのまとめである。
１ ．日本を離れてみて初めて、日本が世界中で

も類を見ない平和国家であることを再確認で
きた。

２ ．発展途上国の厳しい生活環境の中、初期救
急医療も十分受けられず、生命の危険に曝さ
れている多くの人々がいることを実感できた。

３ ．現地の人々は厳しい政治・生活環境の中で
も、笑いを忘れず、助け合って生きているの
が分かった。

４ ．発展途上国、災害被災国の人々の日本人へ
の信頼度と日本に対する期待は大きい。

　ただこれからは自分だけが、自分の国だけが
良ければ･･･と言う考えでは世界に取り残されて
しまうような気がする。

『海外医療ボランティアを通して
	感じたこと、伝えたいこと』

　佐世保中央病院外科医
　佐世保外科医会長
　　　　　　菅村　洋治	様

　現在、発展途上国では4つの難問を抱えてい
る。貧困、飢餓、感染症そして紛争である。途
上国での医療支援もこの4つが深く関わり合っ
ている。
　今、世界では4人に1人が、5歳まで生きられ
ない国がある。8億500万人（9人に1人）が飢餓に
苦しみ、4,200万人が避難生活を強いられてい
る。治療すれば治るはずの感染症で、毎年200万
人が亡くなっている。
　昨年から人類史上未だかつてない強力なエボラ
出血熱が西アフリカを中心に流行している。「イ
スラム国」をはじめとする民族、宗教を異にする
テロリスト集団の横行や紛争は住民を巻き込み、
もはや地球規模の大きな問題と化している。
　私はこれまで、“国境なき医師団MSF”や“人
道医療支援団体HuMA”等々からの派遣で、計10
カ国での医療活動に携わった。
　ナイジェリアの外傷センターでは銃創、交通
外傷を、コンゴ民主共和国の北キブ州にあるル
チュル病院では戦傷外傷と産科治療に従事し
た。ここでは医療器具も旧く、十分ではなかっ
たが、スタッフ達の才覚で厳しい状況に対処出
来た。コンゴのキブ地方に住む人々が直面して
いる厳しい現実はまだまだ終わりが見えない。

イスラム圏での医療：
　2008年、政情不安定なため十分な医療を受け
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◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　佐世保中央病院外科医
　佐世保外科医会長　　　菅村　洋治 様
◯ゲスト
　佐世保中央病院総務課　松尾　郁子 様

 会長　円田　　昭
　先週の創立記念例会には多くの
会員のご出席をいただきありがと
うございました。また大神パスト
会長には楽しい卓話をして頂き感
謝申しあげます。
　郊外の道路を車で走っています
と、梅の花の蕾がほころび美しい景色を見せてく
れております。
　花粉の飛散も始まっております。私のように
花粉症の方には辛い時季です。これから三寒四
温の時季となり、やがて桜の季節になります。
どうか寒暖の差にご留意されお過ごし頂きたい
と存じます。

〔報告事項〕
　先週の土曜日の21日に、長崎国際大学ローター
アクトクラブの役員交代式と、ローターアクトの
卒業式が大学の教室で行われ、無事に新体制への
バトンタッチが行われました。卒業生4名もロー
ターアクト活動の中で経験した事が今後の社会人
生活で生かされていくと、卒業生スピーチで感じ
ました。
　懇親会は学食で行われ、和やかな雰囲気で終了
いたしました。参加頂きました増本委員長はじめ
青少年関係のロータリアンの皆様、ありがとうご
ざいました。

 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2015年3月のロータリーレートは、
　1ドル＝118円（現行 118円）です。

２．第2740地区ガバナーエレクト	太田　善久さん
　地区研修･協議会実行委員長	 川添　　晃さん
　地区研修･協議会ホストクラブ唐津RC会長
	 	隅田有或男さん
　�2015-2016年度『地区研修･協議会』開催のご案内
　　日時／2015年4月19日㈰
　　　　　12:30 登録受付　13:30 点鐘
　　会場／唐津シーサイドホテル
　　 出席者／次年度クラブ会長（会長部会）、幹事

（幹事部会）、クラブ奉仕担当理事（クラブ奉仕
部会）、職業奉仕担当理事（職業奉仕部会）、社
会奉仕担当理事（社会奉仕部会）、国際奉仕担
当理事又はロータリー財団委員長（国際奉仕
･R財団部会）

３．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　青少年奉仕統括委員長	 中島　洋三さん
　　RYLA委員長	 北郷　雅子さん
　　RYLAホスト平戸RC実行委員長	 池田　直彦さん
　�第36回�RYLA開催のご案内（ロータリー青少年
育成指導者養成プログラム）

　　日時／2015年5月23日㈯〜24日㈰〔1泊2日〕
　　登録受付開始 5月23日㈯　12:30〜
　　会場／平戸海上ホテル（平戸市）
　　 参加対象者／ロータリアン･ローターアクト･

インターアクト、クラブ青少年奉仕関係２名
以上

　　登録料／各クラブ負担金
　　　　　　＠800円×3月1日現在会員数
　　　　　　ロータリアン１名 4,000円
　　　　　　青少年１名 2,000円
　　締め切り日／2015年3月25日㈬

４．	第2740地区ガバナー事務所
　 2740地区ホームページ更新のお知らせが届いて

おります。
　ホームページアドレス　http://www.d2740.org/

５．地区ローターアクト代表	 吉井　将平さん
　「 ローターアクトクラブニュース1月号」が届いて

おります。

６．大村ロータリークラブ
　「 週報No.25〜30」が届いております。

ローターアクト委員会	 委員長　増本　一也
長崎国際大学RAC�2014年-2015年度
役員交代式のご報告
　日時／平成27年2月21日㈯　
　　　　10:30 点鐘
　会場／長崎国際大学2101教室
　　　　　　　　 （役員交代式）
　　　　長崎国際大学食堂（懇親会）

佐世保RC出席者 8名
　 円田　　昭 会長
　大久保利博 青少年委員長
　増本　一也 RA委員長
　大神　吉史 RA副委員長
　黒木　政純 R奉仕プロジェクト委員長
　坂元　　崇 次年度副幹事
　坂本　　敏 次年度青少年委員長
　小川信次郎 会員
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役員交代式　10:30〜11:20
卒　業　式　11:30〜11:45
懇　親　会　12:10〜13:30（学生食堂）
総出席者数　24名

 朗遊会幹事　坂本　　敏
第３回朗遊会のご案内
　日程／平成27年3月21日（土･祝日）
　時間／ スタート11:26頃予定
　場所／ 佐世保カントリー倶楽部
　　　　石盛岳コース
　　　　TEL（0956）49-5654
　参加費／2,000円

次回、4回目以降の予定は下記の通りです。
　第４回　4月25日㈯　スタート11:12予定
　第５回　8ロータリー親睦ゴルフ
　　　　　5月24日㈰　スタート時間未定
　第６回　役員交代記念ゴルフコンペ
　　　　　6月13日㈯　スタート11:12予定

クラブ会報・広報委員会　山口　剛史
「ロータリーの友２月号」より
　第2540地区合同例会卓話、秋
田県立大学 林教授の「ちょっと
知りたい木のはなし」をご紹介し
ます。

「木を伐って使うことは環境破壊だ」は最大のガセネタ
　空気中の二酸化炭素濃度を下げるためには、二
酸化炭素を地上に固定してやればよい。最も効率
的方法は植物の光合成を利用することで、二酸化
炭素(CO2)の酸素(O2)は空気中に放出され、炭素
(C)は草の場合、枯れて二酸化炭素に戻ってしま
うが、木だと炭素(C)を固定したままに出来る。
だから木を植え植林しましょうとなる。
　しかし、森林は若いうちは炭素を貯留するが、
歳をとると能力が頭打ちになって炭素を固定しな
くなる。では、どうするか。森林の一部分を伐っ
てあげれば、余裕ができ、再び二酸化炭素を吸収
するようになる。
　ただ、伐ったものを燃やしたりすると意味がな
いので、木造住宅や家具に形を変えれば木材であ
る限り二酸化炭素は炭素として固定されたままに
なる。日本のように緑が豊かな国では「上手に木
を伐って、上手に使わないといけない」。

「人は死んだら炭素になる」
　実は人間自身も炭素循環の中にある。人の体の
中には炭素原子があり、人間の体重の18％が炭
素なので、体重50キログラムの人の場合、9キロ
グラムの炭素が入っている。炭素原子の“数”に

すると750×6.02×10の23乗というものすごい数
が存在していることになる。これが火葬され、二
酸化炭素となって世界中に均等に空中にばらまか
れると仮定すると、その人の炭素が世界中どこに
居ても1リットルの空気中に約88,000個存在する
ことになる。亡くなってから植物に吸収され数は
少なくなるが、ご先祖さま達の炭素が周りに存在
するという話でした。
　人の炭素は、死んで空気中に飛散し、それが光
合成によって植物の炭素に生まれ変わる。まさに
炭素は輪廻転生している。人類どころか、炭素の
循環によって生きとし生けるものはすべてつなが
っている。
　最後に木は「偉い、すごい、深い」ということ
でまとめてありました。

 出席・例会委員会　前田　文智
○永年会員表彰
　池田　　豊さん（34年）

○出席100％表彰
　橘髙　克和さん（28回）、梅村　良輔さん（24回）
　円田　　昭さん（22回）、田中丸善弥さん（22回）
　石井　正剛さん（22回）、木村　公康さん（17回）
　古賀　　巖さん（17回）、円田　浩司さん（11回）
　幸良　秋夫さん（8回）、大久保利博さん（3回）
　池田　真秀さん（1回）、吉田　英樹さん（1回）
　西村　一芳さん（1回）、大神　吉史さん（1回）

	 親睦活動委員会　山口　剛史
○結婚記念月のお祝い
　福田　金治・尚子さん ご夫妻（18日）
　岡　　英樹・節子さん ご夫妻（25日）
　遠田　公夫・光代さん ご夫妻（27日）

朗遊会より

雑誌の時間

慶　　　祝



	 親睦活動委員会　古賀　　巖
円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、増本　一也さん
橘髙　克和さん、黒木　政純さん
山下　尚登さん、梅村　良輔さん
髙田　俊夫さん、井手　孝邦さん
福田　金治さん、安部　直樹さん
　菅村洋治さんの卓話に期待して。

平尾　幸一さん
　白十字会を代表する菅村洋治先生の登場です
が、私は残念ながら本日はどうしても例会に出席
できません。海外ボランティアがテーマなだけ
に、菅村先生のいつもの軽妙で洒脱な語り口では
ないかもしれませんが、佐世保ロータリークラブ
の会員の皆様に楽しんでいただくことを祈念し
て、ニコニコします。

安部　直樹さん
　ローターアクトの交代式ご出席ありがとうござ
いました。又、長崎国際大学の食堂をお褒め頂
きありがとうございました。是非お立ち寄りく
ださい。

福田　金治さん、岡　　英樹さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

円田　　昭さん、橘髙　克和さん
梅村　良輔さん、田中丸善弥さん
石井　正剛さん、木村　公康さん
古賀　　巖さん、円田　浩司さん
幸良　秋夫さん、大久保利博さん
池田　真秀さん、大神　吉史さん
　出席100％表彰ありがとうございました。

中川　知之さん、圡井　弘志さん
富永　雅弘さん、梅村　良輔さん
　誕生日のお祝いありがとうございます。

	 ソングリーダー　髙田　俊夫
「どこかで春が」合唱

＊3月  例会予定＊

 3 月11日 佐世保青年会議所　新理事長
 　谷川　辰巳さん

 3 月18日 大島酒造㈱　社長
 　長岡　祐一さん

 3 月25日 ロータリー情報・文献記録委員長
 　会員　福田金治さん

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／3月4日㈬・18日㈬　17:15〜
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／3月26日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。
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副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 

ニコニコボックス 本日合計 　32,000 円

 累　　計 803,000 円

◇

（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　坂元　　崇）

歌の時間

ニコニコボックス
長崎国際大学RAC

2014年-2015年度  役員交代式


