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会長点鐘と米山奨学生紹介
会長点鐘

東郷

米山奨学生カウンセラー

今年度、我クラブ長年の宿願で
ありました米山奨学生 ファム・
ターン・ソンさんをお預かりしま
した。ベトナムからの留学生で筑
波大学大学院に在籍されていま
す。また別の機会にベトナムのこ
と、大学のことなどをお話しいた
だきたいと思います。

ファム・ターン・ソン

米山奨学生

ベトナムのほぼ中央ダナン出身で、日本には7年目になります。現
在は筑波大学システム情報工学科 修士課程2年で、ヒューマン イン
ターフェースの研究をしています。趣味は囲碁で、アマ初段程度で
す。よろしくお願いします。

新世代奉仕委員会より
大堀

新世代奉仕委員長

先般行われた“中学生と語る会”にはご協力ありがとうございまし
た。先日もラヂオつくばでその時の様子が放送されました。本日は豊
里中学校より講師の方々にお礼の手紙が届きましたのでお渡ししま
す。ご協力ありがとうございました。
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お客様卓話 「日本人の死と臓器提供」
菅原

プログラム委員長

渡邉先生は今年の3月まで茨城県臓器移植コーディネーターと
してご活躍されていました。弘前大学を卒業し国内の外資系会社
に勤務後、精神保健福祉士を目指し大学に戻られ、今は産業カウ
ンセラー、NPO法人”こころの相談室“というところで不登校児
童の支援などをされています。臓器移植カウンセラーとして活躍
されていましたが、現在は命を見つめ直す事業に取り組んでいま
す。

産業カウンセラー

渡辺 智英

様

日本人の死と臓器提供ということで、私が関わってきた5年間
について死を控えたご家族との接点ということでお話しします。
つい先日、18歳未満の方からの脳死臓器提供がありましたが、
日本においては18歳未満の方からの臓器提供はまだ4例しかあり
ません。世界を見た時に日本の臓器提供者数は圧倒的に少ないと
いうのが現状です。2009年に臓器移植法が大きく改正され、家
族の承諾で臓器提供ができるようになりました。臓器移植法から
いうところの死は心肺停止、脳死の2つの状態をいいます。脳死
とは脳幹を含めた脳全体の機能が失われ、二度と元に戻らない状
態をいいます。臓器提供という立場に立った家族がそれを決断し
た理由を聞くと、灰になるなら誰かの役に立って欲しい、誰かの体の中で生きていて欲しいという2つ
の思いが多いようです。これはあくまで普通に起こり得るケースの死を迎えた方たちの場合です。しか
し、30代で自殺した方の場合などは家族にも複雑な思いがあって、前述のように決断することが困難な
ことが多いように思われます。でも、現実には自殺での臓器提供のケースもないわけではありません。
日本での臓器提供者数は脳死の方からの提供が年々増えていますが、全体としてはほぼ横ばいといっ
たところです。ではなぜ日本で臓器提供が増えないのかというと、輪廻という宗教観から遺体に対する
執着があるのではと言われています。日本人の死の捉え方から見た時に、臓器移植コーディネーターと
の面談後に提供を断る理由の一番大きなものが、家族、世間の反応
が心配だということだと感じています。ご臨終とですといわれた瞬
間から臓器提供のために遺体が目の前からなくなってしまい、普通
にはあり得ない状況に置かれてしまうわけで、家族やその周囲の人
からは冷たい目で見らてしまうということのようです。したがっ
て、臓器提供から見て日本人の場合、死を決めているのは家族とい
うことになります。家族に必要なのは意味のある死ということにな
ります。実際に幼児の臓器提供を決断され、周りの方からの強い
バッシングを受けたご家族は私共に家族の思いを伝えて欲しいとビ
デオメッセージを作成されました。
臓器提供されることで命のリレーに結びつく場合もあります。で
も、家族がいろんな思いを持って関わっていかなければならない
ケースが非常に多いですので、自分の意思だけではなくご家族と
じっくり話し合って行くことが大切だと思います。
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つくば学園RAC情報
第21回地区大会
5月11日(土) 筑西市のダイヤモンドホールにて、国際ローターアクト2820地区
第21回地区大会が開催されました。あいにくの雨天となりましたが、たくさんの
ロータリアン、アクターの皆様のご参加によりホールはほぼ満席となりました。
記念事業として、ペットボトルキャップ回収と東日本大震災で被災され仮設住宅
で暮らす方々へのコースター贈呈が行われました。回収されたペットボトルキャッ
プは、ポリオワクチンにかえて発展途上国の子供たちに送られます。
また、つくば学園ローターアクトクラブの国際奉仕事業でありましたフィリピン
での歯科医療奉仕により、当クラブ雨宮稔樹会長が表彰状を授与されました。
無事に地区大会は大成功に終わることができました。皆様、ありがとうございま
した！今後ともローターアクトをよろしくお願いいたします。

例会情報
最終例会、キックオフ例会の日程が決定しました。後日改めてご案内させていただきますので、ぜひ
ご予定をあけておまちください！
6月 5日(水) 6月第一例会
会場調整中
19:30
6月19日(水) 6月第二例会 雨宮年度最終例会
ホテルグランド東雲 19:30
7月 3日(水) 7月第一例会 冨田年度キックオフ例会
ホテルグランド東雲 19:30

5月23日例会 スナップ①
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5月23日例会 スナップ②

新入会員オリエンテーション①
新入会員セミナーを山水亭にて開催しました。入会希望者は9名の参加があり、主催者として久々に気
合が入ります。中山会長の挨拶をはじめ、各人の自己紹介、川﨑増強委員長の熱の入ったロータリーの
歴史、ライオンズクラブとの違いについては野堀ガバナー自ら持論を展開して我々も気合が入ります。
私、下村(情報委員長)はクラブのホームページやFacebookを投射して活動状況を報告しました。その
後懇親会に入り、酒を酌み交わし、有意義な時間を過ごし手応えを感じています。

入会希望者の皆さんお待ちしていますよ！！！
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新入会員オリエンテーション②

５月会員誕生祝

会員誕生日
15日
17日
18日
22日

井田
青山
小須田
沼尻

充夫
大史
宏二
真一

様
様
様
様

ニコニコBOX 5月23日
井田 充夫
大里 喜彦
齊藤 修一
菅

原 俊

東郷 治久
中山 正巳

早くも65歳を迎えてしまいました。
7月から、会長として一歩全身の旗を振らせていただきます。1年間ご指
導、ご鞭撻よろしくお願いします。
先週、広島世界平和フォーラムへ行って来ました。とても、被爆した町と
は思えない見事な復興でした。福島もなんとかなりそうですね。
先日の広島では、皆様より１ヶ所多く、見学と体験をしてまいりました。
大変お騒がせしました。ありがとうございました。
渡辺先生、本日はお忙しい中、お越し頂きまして誠に有難うございまし
た。今後、ますますのご活躍をご祈願申し上げます。
米山記念奨学生、ベトナム、ファム・ターン・ソン君を今後１年間よろし
くお願いします。
広島世界平和フォーラム有意義でした。広島焼きも美味しかった。特に花
ちゃんママは、美人でした。
本日の合計

残り1ヶ月、ご協力を！！

累計金額
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28,000円
1,497,100円

2010-11
2012-13 Vol.
Vol. 45
42

出席率報告
本日のお客様
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5月23日（木） 例会

・産業カウンセラー
（元茨城県臓器移植コーディネーター）
・2013年度米山記念奨学生

会員数

出席数

欠席数

65名

47名

18名

内無断
欠席数
2名

渡辺 智英

様

ファム・ターン・ソン 様

出席
免除
2名

メイク
ゲスト
2名

出席率
77.77％

プログラム予告 6月・地区関係・ローターアクト
6月 6日(木) 6月第1例会 理事事業報告、奥様誕生・結婚祝
6月13日(木) 6月第2例会 各委員会委員長事業報告
6月20日(木) 6月第3例会 クラブ総会、各委員会委員長事業報告
会員誕生祝
6月27日(木) 6月第4例会 会長･幹事退任挨拶、次年度理事事業計画報告

編集後記

４つのテスト
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

ホテルオークラ 12:30
ホテルオークラ 12:30
ホテルオークラ 12:30
ホテルオークラ 12:30

クラブ会報・広報委員長：中野 勝

中山年度も残り1ヶ月となりました。長かったような短かったよう
な、私の会報作りもあと4報、事業報告も作成し、いよいよカウン
トダウンに入りました。ということで先日次期会報委員長の篠崎会
員に会報の作り方など簡単な引き継ぎを行いました。昨年の今頃は
どうなるかと気が重くなっていましたが、どうにか毎週配信できて
きたことに、自分でも感心しています。残りわずかですが、皆様最
後までご協力を！ (^_^)

野堀喜作ガバナー事務所
ホテルグランド東雲本館407号
連絡先： TEL
029-886-3582
FAX
029-886-3583
E-mail 12-13@ri2820.jp

友好クラブ
京都山城ロータリークラブ（第2650地区）

つくば学園ロータリークラブ
〒305-0047 茨城県つくば市千現２丁目１番６

例会日

木曜日 １２：３０～１３：３０

例会場 「オークラフロンティアホテルつくば」
つくば市吾妻1丁目１３６４－１

つくば研究支援センターＡ２８

電話

029-858-0100

FAX 029-858-0101

Email : gakuenrc@46gama.com
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ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

