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「ベトナムの赤ひげ先生」の夢
眼科医

服部 匡志

Neu Vision Club No.231

らえない︒痛み止めをお願いして
も︑先が長くないからとしてくれ
号室の患者はもうすぐ

ません︒ある時︑詰め所を通り掛
かると﹁
死ぬのに︑うるさいやつだ﹂と言
っているのを聞いてしまった︒医
者や看護師は神様のような存在で
あると思っていたのに︑そんな風
に思っているのかとショックを受
けました︒そして今まで信頼して
いたものが信じられなくなり︑人
間不信に陥りました︒

人の温かさに感動
高校2年生の時︑親父は亡くな
り︑四十九日の日に家出しまし
た︒人間不信に陥り勉強も手につ
かず︑とにかく何かを探し求めて
北海道へ行ったのです︒一人旅を
しているといろいろな人と話す機
会が多くなります︒一人足りない
と麻雀を誘われたり︑稚内で駅行
きのバスに乗り遅れた時は﹁ちょ
うど行くところだから乗って行き
な﹂と言われました︒旭川から網
走に行く電車で知り合った人のと
ころにも泊めてもらい︑次の日一
緒にいろいろな観光地に連れて行
ってもらいました︒そのような旅

23年間で約４万６千本の
メガネをぬうびじょんくらぶから

14 川柳『お世辞』
プレゼント

ダボとカガシ
1993年
猪熊 弦一郎

今号の
表 紙
はっとり ただ し

服 部 匡志

分の人生を変えました︒その当

最初は文系志望でした︒しかし︑

て︑自分もその後を継ぐつもりで

僕の親父は市役所に勤めてい

時すごく難しかったのでやっても

すると自由に動けるのですが︑当

いけなかった︒胸の静脈から点滴

から点滴し︑ずっと寝ていないと

時︑中心静脈栄養という点滴は腕

父が入院した病院での出来事が自

を掛けてきました︒﹁眼科どう思
う？﹂と聞かれたので﹁申し訳な

実は︑眼科の臨床実習の時期に︑

いご飯を食べさせてもらえます︒

科の説明会があり︑勧誘で美味し

です︒医学部の６回生になると各

ら︑消化器外科に行きたかったの

せんでした︒父が胃ガンでしたか

実は︑眼科は一番興味がありま

一カ月して﹁ビール飲みに来ない

かも﹂と思っていました︒すると

ってしまった︑単位をもらえない

授と聞き﹁うわ︑えらいことを言

から︑その人が眼科の木下 茂教

だけ食べにきたと答えました︒後

来たのかと訪ねられ︑正直に焼肉

い﹂と言いました︒じゃあ何しに

いけれど︑眼科は全く行く気がな

一週間サボってウィンドサーフィ

か﹂と連絡がありました︒

日の脳外科勧誘はしゃぶしゃぶだ

そこから帰ってきて︑友人に昨

僕も人生でここまで言われたこと

く僕のことを買ってくれました︒

て︑眼科を変えて欲しい﹂と︑凄

木下先生は﹁変わっているのは

ったと聞き︑その日は眼科の焼肉

はなかったし︑とても心の広い人

でも事故で3本肋骨を折って帰っ

があったのでそれに参加しまし

だと感じました︒それで︑お袋に

いいことだ︑お前みたいなのが来

た︒すると髪の長いおじさんが声

てきた︒罰が当ったのですね︒

ンをしにマウイ島にいきました︒

恩師との出会い

やっと京都府立に受かりました︒

医師の言葉で人間不信

2002年から 年間︒ベトナムの国立眼科病院でその﹁神の手﹂を
駆使して治療・指導する一方︑各地の村々を訪問︒無償で貧しい人々
の治療をして来た服部医師︒その費用を捻出するため︑日本で全国の
眼科を回り︑難しい手術をこなしていく︒自宅にもほとんど戻れない
日本とベトナムの二重生活︒そんな理屈を超えた﹁ベトナムの赤ひげ
先 生 ﹂の 行 為 が ︑人 々 の 心 を 動 か し ︑少 し ず つ 大 き な 輪 と な っ て 広
がっている︒多忙な服部医師に東京でお話をお伺いしたのは７月 日︒
その日は奇しくもお父さまの命日だった︒

眼 科医

﹁ベトナムの
赤ひげ先生﹂
の夢

た？﹃医学部﹄と名のつくところ

の？今まで何のために浪人してき

るとお袋が﹁アンタ何言っている

部にいきたいと弱気になった︒す

したくなかったので︑阪大の薬学

続けました︒4浪目︑もう浪人は

にこだわったため︑4年間も落ち

かし必死に勉強しましたが︑阪大

医学部にいけるようになると︒し

い自分が︑2年間勉強を頑張れば

に取りました︒こんなに成績の悪

した︒この2年を僕はポジティブ

行けるかもしれない﹂と言われま

している︒2年くらい浪人すれば

ィがあって︑しっかり生徒会長も

がない︒ただ︑お前はバイタリテ

﹁この成績で医学部にいけるわけ

化学が必要です︒進学相談では

いくには文系と違い数学︑物理︑

ついていけない︒まして医学部に

たため1カ月休むと︑全く勉強に

決意はしましたが︑進学校だっ

四浪して医学部へ

れで学校に戻りました︒

という思いが強くなりました︒そ

うな思いをしている人を助けたい

ありますし︑医者になって同じよ

と思い始めました︒親父のことも

12 スリランカに愛を̶

に行きなさい﹂と言われました︒

３１

アジア失明予防の会

ミュゼ・ドゥ・ぬうびじょん

を1カ月間続けているうち︑こう

（1902−93）
の最晩年
猪熊 弦一郎
に描かれた作品の一つです。
この年初めて作品にカガシが登
場しました。
たくさんの鳥を肩に
乗せて佇むその姿は、
生涯を通
して多くの友人を得た猪熊自身
を投影しているかのようです。
http://www.asia-assist.or.jp/

国境を越えた
ボランティア

それで︑阪大にこだわるのをやめ︑

12

1964年大阪生まれ。
フリーの眼科医。
京 都 府立 医 科大 学
卒業後、日本各地の
病院で経験を積む。
2002年よりベトナム
のハノイ国立眼科病
院で最先端の内視鏡を駆使して網膜剥離や糖尿
病網膜症などの治療、指導を始める。2003年に発
足したアジア失明予防の会（木下 茂理事長）の活
動をサポート。2006年、
宮沢 賢治「イーハトーブ賞」
を受賞。2007年、ベトナム保健省より「人民保健
勲章」を受章。2008年、全国日本学士会より「アカ
デミア賞」、
（財）世界平和研究所より「中曽根 康
弘賞」奨励賞を受賞。2012年、外国人プレス関係
者により構成される、世界で活躍し『日本』を発
信する日本人プロジェクトより、その一人に選出。
2013年、読売国際協力賞を受賞。

飛び出した
「立体切り絵作家」
濱 直史さん

いうことを続けていてはいけない

（はっとり ただし）
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「自分の家族と思って」
と最後まで諦めない治療で、
奇跡的に視力を回復した男の子

地球人だより

10

ウニの集団化石

08

ぬうびじょんだより

06

Tanet 通信
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「ベトナムの赤ひげ先生」
の夢 服部 匡志

82

今回のテーマは「国境を越え
た助け合い」
です。
昨今、
世界各
地で緊張関係が増大しています。
国にその解決を頼るのではなく、
日頃から人間同士の信頼関係を
築いておくことが、
大きな過ちを
防ぐ、
民間でもできる最善の方法
だと思っています。
幸い日本には、
世界の人々にい
ろいろ貢献できるノウハウ、
文化、
豊かさがあります。
はじめは、
ほ
んの小さな活動で良いから、
でき
ることから始めて、
長く、
大きく育
てていきたいですね。
編集長 多根 幹雄

■ 服部 匡志

CONTENTS

相談したのです︒﹁眼科も考えて
いるのだけど⁝﹂と言ったら拒絶

実︑一番難しくて外科に近くて︑

っている﹂といわれました︒事

ろが僕には﹁おまえには網膜があ

の指に入るような先生です︒とこ

に︑辞表を4枚くらい書きました︒

か僕もそうなるとは︒一年半の間

らえないと聞いていましたが︑
まさ

しさは半端でなく︑何もさせても

浜松の先生はスパルタで病院の忙

した︒でも︑3日目にやっと﹁こ

しばらく口も聞いてくれませんで

いしたら﹁絶対駄目﹂と言われ︑

ンションの頭金を使いたいとお願

かみさんが節約して貯めていたマ

れで本当にたくさんの人が助かる

やりがいのある仕事をやりたいと
言ったことがあります︒それが網

鏡のスペシャリストで︑その手術

といわれました︒その先生は内視

らしい先生から︑ぜひ来て欲しい

網膜硝子体の手術をしている素晴

にいらっしゃる九州で最も多くの

みました︒そして久留米︵福岡︶

目の当たりにし︑技術と経験を積

院でさまざまな先輩医師の技術を

それから大阪︑京都︑熊本の病

ちと︑やっと手に入れた今の生活

のです︒僕もそれに応えたい気持

技術で救って欲しい﹂と言われた

多くの人が失明していて︑日本の

先生に出会って︑﹁ベトナムでは

がありました︒そこでベトナムの

頃︑2011年

とてもいい環境になっていった

若い医師にも教える機会が増え︑

その後︑自ら執刀する機会や︑

続くことになります︒

帰ってくるという生活がその後も

いベトナムへ行って

いました︒しかし結局︑

が数千万から数百万に減ってしま

ルバイトしかなかったので︑年収

当時︑日本ではコンタクトのア

と︑これは3カ月では終わらない

っていく患者さんの姿を見ていく

眼が見えるようになって喜んで帰

のなら﹂とＯＫをもらえました︒

を目の当たりにして一気に内視鏡
環境を捨てていいかと半年悩みま

ベトナムへ

の虜になり︑最高の技術を間近で
した︒そして︑3カ月だけ行くこ

膜の手術でした︒

学ぶことができました︒人間的に
とを決めました︒かみさんは大反

日間日本に

1年くらいしてやっとベトナム

信頼獲得までの長い苦闘

なと感じました︒

も医者としても成長ができ︑福岡
対だったのですけど︑3カ月なら

いとか技術とかが伝承されていっ

いますから︒僕が死んでも僕の思

作るかですね︒僕の命も限られて

トップクラスの先生がいました︒

その当時︑浜松に日本で形成の

てみたいです﹂と言ったからです︒

際︑チラッと﹁形成外科も勉強し

あるとき仙台の学会でお会いした

の木下先生から命令がきました︒

ね︒いきなり浜松に行けと︑京都

を得た時期は続かないものです

ころです︒去年

ートしかけたと

がちょうどスタ

す︒ミャンマー

行きましたがダメでした︒結局︑

します︒いろいろな所にお願いに

機器が必要で︑それは数百万円も

ました︒そのためには︑ある医療

けないといけない人がたくさんい

前で︑もう片方をなんとかして助

もない中で︑片目の失明は当たり

でも行ってみたら器具もない何

タッフが全然協力してくれなかっ

ようで︑最初はナースや周りのス

す︒僕もそんな風に思われていた

すが︑それは練習をするためで

した︒欧米の医師がよく来るので

か︑分かってくれるようになりま

は何のためにベトナムにいるの

て︑ベトナムの人もドクター服部

の人とコミュニケーションが取れ

て︑第二の服部︑第三の服部が出
の8月と

月に

てくればと思っています︒

月に京都で学会

で骨をうずめてもよいと思ってい
と許してくれました︒

日くら

ました︒ただ︑そのような魚が水

20

反応です︒﹁頼むから眼科はやめ
てくれ︒お父さんが亡くなって︑
ガンの研究をしようと思ったので
しょう﹂と言われました︒そこか
らまた教授のところへ謝りに行き
ました︒そうすると先生はお袋を
説得すると言ってくれた︒それで
僕の心は決まりました︒もう︑こ
の人についていこうと思いまし
た︒それが眼科に行くきっかけで
す︒絶対に行きたくなかった科だ
ったのに︒

網膜の専門医に
木下先生は︑その当時教授にな
りたてでしたが︑今は角膜では日
本でトップクラス︑世界でも５本

た︒自分で患者さんを呼び︑手術
の機材や器具の準備や麻酔や消毒
も︑後片付けもしました︒その中
で︑少しずつ僕のことをベトナム
のスタッフが理解してくれ︑﹁本
当にこの人はベトナムのために来
たのだな﹂とスタッフに理解され
るようになると︑積極的に協力し
てくれるようになりました︒
その後︑僕が行った特別な治療
方法に関してバッシングが起き︑
どん底に落とされたこともありま
したが︑治療が大成功したこと
で︑さらに信頼回復することがで
きました︒

第二︑第三の服部を
将来の夢はドクター服部を何人

10

10

用がかかり︑来れない人が結構い

イに来るだけでも年収の5倍の費

に地方に行きます︒地方からハノ

週末の金土日は貧しい人のため

イの病院プロジェクトの話が出て

で活動しようという矢先に︑ハノ

れでミャンマー

行きました︒そ

の寄付金だけでは自転車操業なの

す︒今の﹁アジア失明予防の会﹂
です︒毎年千人くらいの治療を行
きました︒

っていますから︑二千万円くらい

ドクター服部はいらなくなるのじ

﹁そんなに教えてばかりいたら

たところですね︒

ンバー4の先生まで独り立ちでき

スタートしたのですけど︑今はナ

アシスタントのホン先生と２人で

となくやり遂げます︒最初は僕と

150人誰一人キャンセルするこ

まれば100人︑150人いれば

の手術をするのです︒100人集

くつかない︒そんな時︑手を差し

いました︒ただ︑お金の工面が全

ぱり他にない最高のものを︑と思

のと︑どうせ作るんだったらやっ

生と一緒にやりたいと思っていた

院をやるのだったら絶対にホン先

と言ってきました︒ベトナムで病

生が今の病院を辞めて独立したい

になり︑一番信頼しているホン先

よい場所を提供してくださること

同じ志のベトナムのある方が︑

取らず︑来て勉強して︑自国へそ

もお金を取ります︒僕らはお金を

してもベトナムにしても何千ドル

普通︑勉強するためには︑タイに

院で勉強したいといっています︒

オスやミャンマーの先生もこの病

ドクター服部チームの医師や︑ラ

す︒我々のアジア失明予防の会の

もう一つの目的が技術の普及で

ようにしたいと思います︒

れど︑僕がいなくても続けられる

なければ僕が補填していましたけ

の予算が必要です︒今までは足り

ゃないか﹂とある人に言われまし

伸べてくれたのが三城さんでし

の技術を持ち帰って役立ててもら

ハノイの病院プロジェクト

ることがわかりました︒だから私
たちが地方に出かけ︑ハノイから

た︒それでいい︒逆に僕が必要で

た︒今はスタッフも現地に送り込

医療機材や資材を全部運んで無償

なくなれば︑それは成功したって

秋にオープン予定の
「日本国際眼科病院」
の外観

夢の起点になればと思っています︒

国際眼科病院︵ Japan International
︶﹂が︑さらに大きな
Eye Hospital

今年の秋に開業するこの﹁日本

えたらいいなと思っています︒

に︑ボランティア活動を続けるた

今回の病院を作る目的のひとつ

だいています︒

んでいただき︑随分と助けていた
年経ちましたか

ことで︑僕は違う国に行けばいい
やと︒そろそろ

かなと思っていました︒実は他の

めに収入源を得ることがありま

ら︑軸足を違う国に移してもいい
国からもオファーが来ているので

ぬうびじょんくらぶ

※紙面の関係上、一部しかご紹介できませんが、全文は webサイトにてご覧になれます。 http://i-nvc.jp
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最新の医療技術の指導にも励む
服部医師の治療を待つ人々

わ

じ ゆ う く う かん

はま

なお ふみ

飛び出した﹁立体切り絵作家﹂濱 直史 さん
す

ギャラリー諏訪自遊空間

年6月に日本テレビより

ＴＶ番組で紹介
平成
全国放送された﹁世界のショータ
イム﹂︒そのオークションコーナー

立体切り絵の作品展は奥様の理恵さんと
お二人の共同作業です。

ホームページ http://naofumihama.com/

で濱さんの作品が紹介され︑ご本
人も驚く高値で落札された瞬間を
ご覧になった方も多いと思います︒
濱さんが切り絵を始めるきっか
けは︑テレビ番組の切り絵特集で
した︒独学で始めた切り絵でした
が︑やがて平面では物足りなくな
って︑試しに切り込んだ紙で鶴を

君をすくいあげる

折ってみたのが初めての立体切り

氷の世界でも

絵の誕生となりました︒

必ず

初めての個展開催は︑知人を通

あきらめないでいてくれるのなら

して紹介されたパリミキ諏訪店の

不可能は無いと
信じていてくれるのなら

ってやみません︒
NVC諏訪会長

小口 惣三郎

お ぐち そう ざぶろう

い将来︑誕生することを心より願

から︑世界的なアーティストが近

やってみる

長野県︑メガネのパリミキ諏訪店内の一角に設けたギャラリー自遊空間は︑開設
以来 年︑ぬうびじょん会員の方を中心に︑およそ100回余りのパーソナリティ
豊かな作品発表の場として展示会が続けられています︒
今回ご紹介する濱さんをはじめ︑自遊空間への出展を機にその後︑全国レベルで
飛躍されている方も多く︑嬉しいことです︒

桜きんぎょを真上から見た図▼

度目の展示は
2013年の

から1年半︑こ
の時の展示はさ
らなる反響を呼
んで︑後の大ブ
レイクへと繋が
って行きまし
た︒
濱さんは︑
﹁作品としては
もっと面白い物
を作って行きたい︒個人的には活動
のフィールドを世界に向けて広げた
い！﹂とさらなる飛躍を誓ってくれ
ました︒
地方のメガネ店の併設ギャラリー

ぬうびじょんくらぶ

http://i-nvc.jp

■プロフィール
濱 直史
（はま なおふみ）
1981年生まれ
2011年から切り絵を始める。
同年12月、
本格的に作製を開始する。
独学で切り絵を学び、
リアルな草花からファンタジーな作品まで
独自な世界観で切り絵を作り上げる。
当初は平面の切り絵を作
成していたが
「立体切り絵」
というアイデアを思いつく。
r ie（理恵）
濱さんの妻。切り絵製作過程を見ながら作ったポエムは、作品と
セットとなり、
その魅力を一層引き立たせています。
晴れでも
雨でも

26

TVのオークション番組のために作成した
「鯉の転生昇り龍」
の一部分

月︒最初の個展

12

﹁ギャラリー自遊空間﹂でした︒本
格的に立体切り絵を始めて半年後の
2012年6月でした︒これまでの
切り絵の概念を覆す︑斬新なアイデ
ア﹁立体切り絵﹂という新たな世界
に惹かれた人々が︑多数ギャラリー
に足を運ばれました︒

世界へ飛躍を
この後︑濱さんは更に工夫を重ね
て行って編み出したのが﹁曲面立体
切り絵﹂です︒先に曲面を作って切
り込む方法を考え続けて1年半︑張
りぼての表面に張った和紙に文様を
切り込み︑最後に張りぼてを抜く方
法で代表作の一つ﹁桜きんぎょ﹂が
完成しました︒満を持して臨んだ2

桜きんぎょ
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07

バラの模様に切り抜かれた折鶴
濱さんの初めての個展
2012年6月 ギャラリー自遊空間

無理ではないよ
ダメではないよ

10

作品「Ice feather」

ウニの集団化石
トリプニウステス パーキンソニィ
Tripneustes parkinsoni
シラヒゲウニの仲間
産地：フランス南部の約2,000万年前の
地層から産出
奥出雲多根自然博物館 副館長 菅田 康彦
写真は
「それにしてもよくもまあこんなにも」
という
くらいたくさんのウニが集まった化石です。
現生のウ
ニは集団生活をとる場合があり、
数十匹が狭い範囲
に集まっている様子を見ることもありますが、
この写
真ではそれ以上の数にも見えます。
ウニは急激な環
境の変化によって集団死する現象も知られており、
こ
のウニの化石も急激な環境変化に見舞われたこと
が想像されます。
中には殻がひっくり返っているもの
もあり、
流されて運ばれてきたことがわかりますが、
そ
れほど殻が壊れずにトゲも多少見られることから、
比較的近場の移動であったことがわかります。
大昔
の生きものが化石として残るには、
その生きものの死
後、
短期間で砂や泥に埋没して、
腐敗しないままそ
の形が保存されて残ることが必要ですから、
おそら
くは、
密集して生活していた場所に、
洪水などで大量
の川の水と泥が流入して流され、
塩分濃度の低下で
急速に死滅して埋没してつくられたと考えられます。
ウニ類は寒帯から熱帯までさまざまな水温の場
所で生活していますが、
このトリプニウステスというウ
ニは、
現在の熱帯から亜熱帯に生息するシラヒゲウ
ニの仲間です。
シラヒゲウニは日本では沖縄で採取
されており、
食用ウニとして知られています。

展示標本のサイズ

タテ65㎝×ヨコ60㎝

ウニ類は、
古生代の初期
（約4億5000万年ごろの
オルドビス紀）
の地層から化石が見つかる、
非常に
古い時代から生きている生きものです。
多種多様な
ウニの中で、
このトリプニウステスに近い仲間は、
恐
竜が生きていた中生代なかば
（約1億5000万年前の
ジュラ紀）
以降の地層から化石が見つかっています。

宿泊できるミュージアム

奥出雲多根自然博物館
Okuizumo Tane Museum of Natural History
〒699-1434 島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1
TEL：0854-54-0003 FAX：0854-54-0005
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
twitterアカウント：tanemuseum̲phal
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太古の海底で

幾多の生命が誕生し、育ち、死んでいった。

2014年5
います︒一日中︑家族で楽しみな

マーケットコーナーで販売されて

も企業からの提供を受けてフリー

品︑ビンテージアクセサリーなど

有名ブランドのお洋服やコスメ用

筆で名前を入れてもらいました︒

ジナルうちわを作り︑最後には毛

千代紙の切り紙やイラストでオリ

作りうちわのアトリエに参加し︑

リの人々の愛が詰まっているかの

海に浮かぶ船には︑遠く離れたパ

ぎだしました︒8月の青い美しい

い船となってフィリピンの海に漕

に託された収益金は︑

れた漁師さんを支援する家具職人

も届けられました︒ボートが流さ

な台風被害を受けたフィリピンに

は﹁助け合い﹂の思いから︑甚大

今年のパリのイベントの売上げ

希望と愛を日本へ

日︒パリの
がら使ったお金はすべて寄付金に

月

高橋 華恵

パリミキ フランス

区︑サンマル
ように赤く輝いていました︒

隻の新し

タン運河のほど
回ります︒

回開催さ

簿 暁 燕

走る光の使者|
健康急行列車
上海

︵ボーシャオイェン︶

1997年︑香港の立法議員の
方黄吉霞︵ファンホワンジーウェ
ン︶さんは﹁困っている人に手を
差し伸べられることこそ自分の幸
福﹂と考え﹁貧困地域に白内障患
者を開眼すること﹂を目指し移動
眼科病院として第一号の﹁健康列
車﹂を発足しました︒４両の健康
万人の患者さんに無料

列車は中国全土の124駅で︑今
日までに

の車両で暮らし︑毎日

心の声は方黄さんが創立した志と

た﹂と言っています︒医師たちの

れました︒

ロンドン︑東京で通算

以降︑3年間の間︑パリの他にも

このイベントは︑東日本大震災

近く︑アニエス

. 社で行われたチャリティー
b 本
イベント﹁ Hope and Love for
J a p a﹂
n に家族で出かけまし
た︒このイベントはパリのファッ

ション関係の仕事に従事する女性
たちにより運営され︑パリで活躍
する大勢の日本人が︑ありとあら
ゆるジャンルからボランティアと
して参加しています︒
メイクアップアーティスト︑美
容師︑カイロプラクティック︑ネ
イリストのビューティーコーナ
ー︒フランス人も一目置く日本人
シェフによるフードコーナー︑人
気パティシエの焼き菓子や可愛い
クッキーも販売されています︒プ
ロのカメラマンによるフォトスタ
ジオコーナーでは家族写真を撮っ

の手術を行いました︒この慈善行

働いて

同じです︒それは愛情︑貢献︑責

時︑この仕事の大切さを痛感し

為は中国農村の方の白内障手術に

す︒今回も1500名の貧しい患

件の手術を行いま

限らず医師のトレーニングセンタ

者さんに無料手術を行いました︒

〜

ーとして︑研修︑教育を行えるよ

オの有志からの寄付で実現した列

す︒その﹁マカオ光明号﹂はマカ

列車 ︱光明の旅﹂と書いてありま

ぶんと目立つ虹模様で﹁中華健康

市に到着︒４両編成の列車はずい

です﹂と言っています︒主任医は

内として親切な態度で接するべき

も重大です︒患者さんを自分の身

に参加するのは修行の一つで責任

は財産になります︒こういう活動

執刀医の一人は﹁経験したこと

ていつまでも生きています︒

中に﹁健康列車﹂は光の使者とし

を保っています︒多くの人の心の

見えますが彼女は十年一日の美貌

い人は病気になりやすく︑老けて

と仰っています︒仕事や目標のな

体の動く限りずっと働くつもり﹂

全ての情熱を慈善に捧げます︒身

し︑緊急事態に備えています︒

車です︒この列車には無名の医療

﹁子どもたちが明るい世界を取り

の必須単位とし

高校や大学卒業

業が盛んです︒

リカは︑慈善事

私が住むアメ

てをあてる部分が真っ赤になって

お会いしましたら︑メガネの鼻あ

ため︑老人ホームに伺いました︒

その方に会って調整が必要だった

のでした︒メガネを見たところ︑

ない老人ホームにおられる方のも

く︑ご高齢のため安易に外出でき

お持ちになられた方のものではな

ご来店されました︒そのメガネは

あるお客さまがメガネの調整に

私たちも多くの刺激をいただいて

ボランティア活動をされていて︑

の方が施設開業当時から︑現役で

くさんいます︒その中には︑

教えるボランティアの方たちもた

ジ︑歌︑体操︑アートクラフトを

たちのほかに︑散髪︑マッサー

がお住まいになられています︒私

約２００名のアジア系高齢者の方

１９７５年に設立され︑現在は︑

この施設は︑日系高齢者向けに

す︒

の日々の活力にもなっておりま

お役にたてていることが︑私自身

戻した時︑老人の視力が回復した

ばれた専門家と医師は

に喜ばれる奉仕活動を３年前から

て︑ボランティアの時間が重視さ

いて︑かなり前からお困りだった

おります︒今までの仕事内容が︑

仕活動を始めました︒

れているほど︑小さいころから社

ようです︒このことがきっかけ

歳

会奉仕は身近なものになっていま

店頭だけではなく︑地域の方々の

始めております︒

し︑メガネの調節︑お手入れの奉

㎡足らず

方黄さんは﹁定年後も休まずに

うにまでなりました︒

てもらいました︒子どもたちは手

29

任だと思います︒

時間以上

13

更に食事中も手術の方法を討議

今年6月に北京から出発した列
かんしゅく

20

スタッフが集まり︑各病院から選

車は長い旅を経て︑甘粛省の白銀

10

で︑その施設に月２度ほど訪問

ビューキャナン 佐和子

中国

フランス

す︒このシアトル支店でも︑地域

老人ホーム
「日系マナー」

店頭から地域へ

手作りうちわのアトリエ

90

パリミキ シアトル

13
12

10

25

10

国境を越えた
ボランティア
虹模様の
「中華健康列車」
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アメリカ

mamapapa

スリランカに愛を

グ・調整し︑スリランカへ贈る運

カレッジ︵岡山県︶でクリーニン

を専門学校ワールドオプティカル

らお預かりした使用済みのメガネ

となりミキの店頭で︑お客さまか

る﹁ぬうびじょんくらぶ﹂が主体

︵株︶三城のお客さまの会であ

のことがご縁で〝スリランカに愛

の普及にご尽力された方です︒そ

日本におけるはじめてアイバンク

医療の現場を視察され︑ご帰国後

授は当時︑最先端のアメリカ眼科

いうお話を伺いしたこと︒筒井教

ンカから角膜を提供されていると

る角膜が不足しているが︑スリラ

お客さまよりお預かりしたメガ

を〟キャンペーンを開始しました︒

※

動を︑1991年に開始しまし
た︒これまでにメガネを必要とさ

しい﹂というご意見をいただいて

わなくなったメガネを供養して欲

かねてより︑お客さまから﹁使

録して袋に詰

え︑度数を記

し︑形を整

いに分解掃除

1本1本きれ

ネは︑ワールドオプティカルカレ

れている方へ︑大使館を通じてお

いたこと︒また︑初代三城光学研
めるリフォー

贈りした数は︑合計約４万６千本

究所の内田 冴子所長とともに三城
ム作業を行い

ッジの学生が授業の一環として︑

の社員に眼についてご指導いただ
ました︒

となりました︒

教授から︑日本では治療で使用す

いていた故 筒井 純 川崎医科大学

本があるといっても過言ではあり

れました︒そのおかげで今日の日

って受け入れるべきだ﹂と主張さ

貢献する国であり︑国際礼儀に沿

そして︑﹁日本国は今後国際的に

を持てば止むものである︶﹂と︒

ことは尊い行為とされて

を死後︑他人に提供する

では︑自分の身体の一部

らしているそうです︒仏教の教え

れ︑死後もなお日本人に光をもた

領の角膜も︑日本国内で移植さ

くなられたジャヤワルダナ元大統

首相がスリランカを訪問した際に

います︒1990年︑当時の海部

からも多くの角膜の提供を受けて

ょんとミキでは

ものお返しに︑ぬうびじ

これらの恩恵へのせめて

このプロジェクトは︑

いと伺っています︒

も角膜を頂戴し︑これは日本のア

継続してリフォームした

年以上
イバンク運動に大きく貢献するも

メガネを寄贈させていた

日本はこれまでに︑スリランカ

ません︒

視力測定を待つ人々の列

のになりました︒1996年に亡

メガネを分解調整

だいております︒
今後も引き続きお
客さまの真心をス
リランカに贈る運
動を展開してまい
ります︒今後と
も︑ご寄贈いただ
けるメガネがあり
ましたら︑お近く
のパリミキ・メガ
ネの三城の店舗へ
お持ちください︒
責任をもってスリ
ランカへお届けし
ます︒

メガネは度数ごとに箱詰めに

※角膜移植によってしか視力を回復で
きない患者のために︑死後︑眼球を
提供することに本人または遺族の同
意を得て︑移植を待つ患者に斡旋す
る公的機関のこと︒

スリランカ大使館でカランナーゴダ駐日スリランカ大使へ
メガネを寄贈する ぬうびじょんくらぶ会長 古川滋子さま
（左）

年間で約４万６千本のメガネを
ぬうびじょんくらぶから

スリランカと日本との関わりは
長く︑第二次世界大戦後︑各国よ
り賠償請求が相次ぐ中︑スリラン
カの代表であるJ・Rジャヤワル
ダナ大蔵大臣︵後に大統領就任︶
は︑国連における対日賠償請求を
放棄する演説により︑日本が国際
社会に復帰する道筋をつけてくだ

一人ひとりの視力を測定

スリランカメガネとともに。
ワールドオプティカルカレッジの学生たち
スリランカ活動ポスター

さいました︒この際︑仏教経典を
引用し﹁憎悪は憎悪によって止む
ことなく慈悲によって止む︒︵憎
しみに対して憎んでいるだけでは
また別の憎しみを生むだけであ
る︒憎んでいる相手に対しての愛

スリランカの方々へメガネを手渡しされる様子
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20

23

川柳

小野 真備雄 選

律子

入選
不思議ですお世辞の言える年になり
岡山市 森本まさみ

お世辞とは知りつつもつい木に登る
茨城県 久保田達男

伊勢崎市

土田

勝亮

本音よりお世辞が耳に心地良い

お世辞にもやんわり棘が入れてある
岡山市 新田すすむ

和

クラス会ほどよいお世辞花が咲く
狛江市 鈴木

神原

照男

お世辞などいらぬ阿吽の夫婦独楽
伊勢崎市

寿子

下心歯の浮く世辞を聞かされる
岡山市 伊藤

奈良市 林

千鶴

ほめ殺しお世辞三昧気味悪い

備前市 谷口よしこ

下心あるからうまいお世辞口

あき

お世辞とはその気にさせる妙薬だ
東京都 吾妻

鹿野久美子

誉め言葉一つ加えてスムーズに
美濃加茂市

武

迷う品お世辞言われて買いました
境港市 田口
※添削の上︑入選をした句も数句含まれています︒

■投稿要領について

発表は商品の発送をもって代えさせていただききます。

締め切り2014年10月15日（必着）

岡山地区 理事

宿題﹃お世辞﹄

三光

宮本

︻天 ︼
世辞ひとつ
言えぬ夫と
五十年
姫路市

お世辞でも何だかうれしい胸の内
慢太郎

﹃お守り﹄

次回宿題
ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム

︻応募方法︼
ページより︑１人三句まで︒︵ペンネーム可︶
日︵ 当 日 消 印 有 効 ︶

入選者には賞状が贈られます︒
︻締め切り︼ 月
138
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松江市 我

孝

世辞を言う舌とは別の舌も見え
帯広市 圓尾

心咲

潤滑油ですと多用のおべんちゃら
岡山市 永見

宛

応募方法 下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
10

映画「ザ・テノール」のチケットを
11名様にプレゼント！
【読者プレゼント】

（ぬうびじょんサイト → みんなの広場 → プレゼントコーナー）
〒・住所・氏名・電話番号・本紙へのご意見ご感想を入力しご応募ください。
ハガキ・ＦＡＸでご応募の場合、上記の要項を必ずご記入ください。
しか ま く
〈ハガキ〉〒672-8048 姫路市飾磨区三宅１-１３８（株）ぬうびじょん プレゼント係
〈ＦＡＸ〉079−224−5888

夏季号でご紹介した澤上 篤人さまが支援され完成した感動の名作「ザ・テノール」が、
いよいよ１０月１１日より全国の映画館で上映されます。実話をベースとした、本当に
美しい、感動的な作品です。ぜひ、ふるってご応募ください。

読者の声

-

クーリエの記事︒メガネ屋さんから来
てくれると本当に助かります︒足が悪く︑
出歩くのがとても大変ですので︒
東京都 Ｙ・Ｈ さま

澤上会長さんのお話からは︑オペラ・
映画・植林などにお金を使うことが貯蓄
にもつながる具体例を学びました︒また︑
ミキさんとお客さまとの出会いには︑心
温まる繋がりを感じるドラマチックな夏
号でした︒なお︑御誌には︑機会をとら
えて高齢化に伴う視覚機能の変化に関し︑
ご教示の程お願い申し上げます︒
東京都 Ｈ・Ｙ さま

御多忙の日々を東に西にかけ巡られて︑
発行される﹁ぬうびじょん﹂ですから︑と
ても感動的情報に出逢えて嬉しく思いま
す︒夏号に奥出雲多根自然博物館も載っ
ていて︑以前旅行した日を思い出し︑長
者の湯にもまた︑行ってみたくなりまし
た︒川柳もとても楽しみな頁であります︒
島根県 Ｍ・Ｉ さま

ク ー リ エ の 記 事 を 読 み︑店 が 家 ま で 来
て も ら え た ら︑も っ と 年 を と っ た 時 に 便
利だなと思います︒
兵庫県 Ｙ・Ｔ さま

下記ホームページにて公開いたしております。

Ｓ・Ｎ さま

巻頭の﹁公憤﹂が導くカッコイイお金
の使い方︑目からウロコで良かったです︒
もう少し詳しく知りたいと思いました︒
岩手県

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。

http://i-nvc.jp
ぬうびじょんくらぶ

﹇評﹈人を嬉しがらせるお追従の言えない
夫である︒一緒になって五十年︑回
りの人達の思いは知らないが︑作者
にとっては頼りになる夫である︒

︻地 ︼お世辞だと
わかるが耳が
嬉しがる
8048

姫路市飾磨区三宅 1

︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2
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NVC本部事務局
-

フルカラーLEDライトの点滅と小型スピーカーのサウンドによって、周囲に気付かれることなく電話の着信やメールの受信。
スケジュールやタイマーといったさまざまな情報を教えてくれます。 カラー：白、黒、グレー
重量：約35g

節子

き、目標額の2倍を超える大成功を収めることができました。プロジェクトに

萩原

を達成し、その後もお客様本位の三城ならではの製品だとご支持をいただ

倉敷市

Makuakeサイトで実施しました（期間：7/31〜9/8）。わずか6日で目標金額

-

河村 和典
（マネージメント /PR）
白鳥 啓
（開発ディレクター）

勝也

て邁進します。今後もみなさまのご支援にお応えしてまいります。

久保田良弘

来ました。ゴールを目指して更にスピードアップできるようチーム一丸となっ

神戸市 久世

みなさまにお届けできるように先行販売をする、クラウド・ファンディング※を

14
2014.10.1 Neu Vision Club 秋号
2014.10.1 Neu Vision Club 秋号

15

伊勢崎市

心」が最先端の技術の形で世界に広がって行くスタート地点に立つことが出

-

﹁Neu V ision Club﹂は年4回︵1月・4月・7月・ 月︶に発行しております︒
定期購読のご案内 確実に毎号手に入れたいという読者の皆さまには︑定期購読をお勧めいたします︒
328円分の切手と郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入の上︑
左記までお送りください︒
お申込みは4回分のみになります
購読開始は現在発刊中の号の次の号からになります
お一人で複数冊はお申し込みいただけません
発送先は国内のみに限らせていただいております
発刊日にメール便で発送します
〒672 8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138 ＮＶＣ事務局 ﹁定期購読﹂係

浴び今後海外での展開を考えてまいります。三城ならではの「おもてなしの

お世辞とは知らず心は舞い上がる

ぬうびじょん夏号でご紹介した「雰囲気メガネ」
（FUNʼIKI）。少しでも早く

おまけだよ店の婆やのいい笑顔

クラウド・ファンディングで大反響

11

※クラウドファンディング：不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に

財源の提供や協力などを行うことを示す。群衆（crowd）と資金調達 （funding）を組み
合わせた造語

多根 伸彦
（プロジェクトリーダー）

した。ご支援をいただいた方々には大変感謝いたします。

赤松 正行
（総合ディレクター）

関わったメンバーもここまで大きな反響をいただけるとは考えておりませんで

加納亀太郎

https://www.makuake.com/project/funikiambientglass/

︻人 ︼﹁きれいだね﹂
妻を動かす
常套句
松江市

まるで、妖精のようなメガネ

今回の先行予約は国内限定でしたが海外の様々なメディアからも注目を

231号

二〇一四年 秋号

発行／ぬうびじょんくらぶ

兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138
-

〒672 8048
-
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