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    私私私私たちのクリニックは
たちのクリニックは
たちのクリニックは
たちのクリニックは、、、、埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県のののの所沢市所沢市所沢市所沢市にありますにありますにありますにあります。。。。ハンハンハンハン

センセンセンセン病病病病のののの既往歴既往歴既往歴既往歴をををを持持持持つつつつ人々人々人々人々がががが自由自由自由自由にににに一般一般一般一般のののの医療機関医療機関医療機関医療機関をををを受診受診受診受診でででで

きるようにときるようにときるようにときるようにと、、、、６６６６年前年前年前年前にににに開設開設開設開設しましたしましたしましたしました。。。。皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科、、、、内科内科内科内科、、、、形成形成形成形成

外科外科外科外科のののの医師医師医師医師がそれぞれのがそれぞれのがそれぞれのがそれぞれの診療診療診療診療にににに携携携携わっておりますが
わっておりますが
わっておりますが
わっておりますが、、、、皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科

のののの私私私私はハンセンはハンセンはハンセンはハンセン病病病病をライフワークにしております
をライフワークにしております
をライフワークにしております
をライフワークにしております。。。。    

    日本山妙法寺日本山妙法寺日本山妙法寺日本山妙法寺のののの方々方々方々方々にはにはにはには、、、、私私私私のののの姉夫婦姉夫婦姉夫婦姉夫婦がががが毎年毎年毎年毎年インドインドインドインド訪問訪問訪問訪問のののの

際際際際におにおにおにお世話世話世話世話になっておりになっておりになっておりになっており、、、、またまたまたまた義兄田島健司義兄田島健司義兄田島健司義兄田島健司がががが、、、、王舎城道場王舎城道場王舎城道場王舎城道場

にににに絵絵絵絵をををを奉納奉納奉納奉納させていただくなど
させていただくなど
させていただくなど
させていただくなど、、、、ありがたいごありがたいごありがたいごありがたいご縁縁縁縁ををををいただいただいただいただいいいい

ておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた毎年一時帰国毎年一時帰国毎年一時帰国毎年一時帰国されるされるされるされる森田上人様森田上人様森田上人様森田上人様とととと田代法尼田代法尼田代法尼田代法尼

様様様様におにおにおにお会会会会いするのもいするのもいするのもいするのも楽楽楽楽しみでしみでしみでしみで、、、、イイイインドでのンドでのンドでのンドでのごごごご活動活動活動活動をおをおをおをお聞聞聞聞きすきすきすきす

るたびにるたびにるたびにるたびに、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度インドへインドへインドへインドへ行行行行ってみたいとのってみたいとのってみたいとのってみたいとの想想想想いがいがいがいが募募募募ってってってって

おりましたおりましたおりましたおりました。。。。        初初初初めてインドにめてインドにめてインドにめてインドに行行行行ったのはったのはったのはったのは１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年でででで、、、、カリギリカリギリカリギリカリギリ（（（（タミタミタミタミ

ールナドールナドールナドールナド））））のハンセンのハンセンのハンセンのハンセン病研究病研究病研究病研究センターにセンターにセンターにセンターに１１１１週間閉週間閉週間閉週間閉じこもってじこもってじこもってじこもって

勉強勉強勉強勉強しましたしましたしましたしました。。。。インドインドインドインド人人人人のののの医師医師医師医師３３３３人人人人とととと共共共共にににに４４４４人人人人でのでのでのでの宿舎住宿舎住宿舎住宿舎住まままま

いでいでいでいで、、、、約約約約20202020年前年前年前年前のののの懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい思思思思いいいい出出出出ですですですです。。。。    
    二度目二度目二度目二度目のインドのインドのインドのインド訪問訪問訪問訪問はははは、、、、西暦西暦西暦西暦２０００２０００２０００２０００年年年年にアグラでにアグラでにアグラでにアグラで開催開催開催開催ささささ

れたアジアハンセン
れたアジアハンセン
れたアジアハンセン
れたアジアハンセン病学会病学会病学会病学会でででで発表発表発表発表するためでしたするためでしたするためでしたするためでした。。。。学会学会学会学会のののの合合合合

間間間間にににに、、、、同市内同市内同市内同市内にあるにあるにあるにあるＪＡＬＭＡＪＡＬＭＡＪＡＬＭＡＪＡＬＭＡ（（（（旧救旧救旧救旧救らいセンターらいセンターらいセンターらいセンター））））をををを訪訪訪訪れれれれ、、、、

かつてかつてかつてかつて日本日本日本日本がががが作作作作ったったったった施設施設施設施設がががが現地現地現地現地のののの研究者研究者研究者研究者たちにたちにたちにたちに引引引引きききき継継継継がれがれがれがれ、、、、

立派立派立派立派にににに活動活動活動活動しているしているしているしている様子様子様子様子にににに感動感動感動感動したものですしたものですしたものですしたものです。。。。後後後後でわかったでわかったでわかったでわかった

ことですがことですがことですがことですが、、、、私私私私のののの父父父父（（（（１９９５１９９５１９９５１９９５年年年年にににに逝去逝去逝去逝去））））がががが１９７１１９７１１９７１１９７１年年年年にこにこにこにこ

のアグラののアグラののアグラののアグラの施設施設施設施設をををを訪問訪問訪問訪問してしてしてして、、、、当時当時当時当時のののの宮崎博士宮崎博士宮崎博士宮崎博士にににに会会会会っておりまっておりまっておりまっておりま

したしたしたした！！！！    父父父父はそのはそのはそのはその後何度後何度後何度後何度かインドのかインドのかインドのかインドの仏跡仏跡仏跡仏跡をををを訪問訪問訪問訪問していますがしていますがしていますがしていますが、、、、

そのそのそのそのときときときときのののの旅行記録旅行記録旅行記録旅行記録をををを絵巻物絵巻物絵巻物絵巻物にににに残残残残していたのがしていたのがしていたのがしていたのが、、、、後後後後でででで見見見見つかつかつかつか

ったのですったのですったのですったのです。。。。このこのこのこの絵絵絵絵のののの存在存在存在存在をををを知知知知ってからってからってからってから、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度インドのインドのインドのインドの

空気空気空気空気をををを吸吸吸吸いたいいたいいたいいたい気持気持気持気持ちがちがちがちが一層募一層募一層募一層募ってまいりました
ってまいりました
ってまいりました
ってまいりました。。。。    

    日常日常日常日常のののの雑多雑多雑多雑多なななな仕事仕事仕事仕事はははは尽尽尽尽きませんがきませんがきませんがきませんが、、、、エイッとばかりエイッとばかりエイッとばかりエイッとばかり意意意意をををを決決決決

してしてしてして、、、、三度目三度目三度目三度目のインドのインドのインドのインド訪問訪問訪問訪問となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。森田上人森田上人森田上人森田上人とととと浅井上浅井上浅井上浅井上

人人人人にににに多大多大多大多大なごなごなごなご面倒面倒面倒面倒をおかけするこをおかけするこをおかけするこをおかけすることになりましたが
とになりましたが
とになりましたが
とになりましたが、、、、旅行中旅行中旅行中旅行中

はははは見事見事見事見事なななな時間配分時間配分時間配分時間配分でででで、、、、今回今回今回今回のののの目目目目的的的的はははは百百百百％％％％以以以以上上上上完遂完遂完遂完遂することがすることがすることがすることが

できましたできましたできましたできました。。。。    
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    目目目目的的的的のののの一一一一つはつはつはつは、、、、ハンセンハンセンハンセンハンセン病病病病のののの現現現現状状状状ですですですです。。。。インドはインドはインドはインドは今今今今もももも世世世世界界界界

一一一一患患患患者者者者数数数数のののの多多多多いいいい国国国国であることにであることにであることにであることに変変変変わりがありません
わりがありません
わりがありません
わりがありません。。。。ＷＨＯＷＨＯＷＨＯＷＨＯ

（（（（世世世世界保界保界保界保健機健機健機健機構構構構））））はこのはこのはこのはこの数数数数年年年年来患来患来患来患者者者者数数数数はははは大大大大きくきくきくきく減少減少減少減少したとしたとしたとしたと報報報報

告告告告していますがしていますがしていますがしていますが、、、、疫疫疫疫学学学学的的的的現現現現状状状状をををを現場現場現場現場のののの声声声声としてとしてとしてとして聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思

いましたいましたいましたいました。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、これこれこれこれほほほほどどどど多多多多くのくのくのくの新患新患新患新患者者者者がががが出出出出るるるる背景背景背景背景にににに

はははは何何何何があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、ということですということですということですということです。。。。    
    ９９９９月月月月18181818日日日日夜夜夜夜、、、、予定通予定通予定通予定通りりりりムムムムンンンンババババイのイのイのイの飛飛飛飛行場行場行場行場にににに到着到着到着到着するとするとするとすると、、、、

森田上人森田上人森田上人森田上人がががが迎迎迎迎ええええてててて下下下下さりさりさりさり、、、、夜夜夜夜のののの雑雑雑雑踏踏踏踏のののの中中中中をををを抜抜抜抜けてけてけてけて日本山日本山日本山日本山ののののムムムム

ンンンンババババイイイイ道道道道場場場場にににに着着着着くとくとくとくと、、、、もうもうもうもう深夜深夜深夜深夜ですですですです。。。。廊下廊下廊下廊下にににに寝寝寝寝ているているているている使用使用使用使用人人人人

のおじさんをのおじさんをのおじさんをのおじさんを踏踏踏踏みつけないようそっと
みつけないようそっと
みつけないようそっと
みつけないようそっと歩歩歩歩いていていていて、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく用用用用意意意意

していただいたしていただいたしていただいたしていただいた部屋部屋部屋部屋ででででぐぐぐぐっすりっすりっすりっすり寝込寝込寝込寝込んでしまいました
んでしまいました
んでしまいました
んでしまいました。。。。    

    翌朝翌朝翌朝翌朝いよいよワルいよいよワルいよいよワルいよいよワルダダダダにににに向向向向けてけてけてけて出発出発出発出発ですですですです。。。。ナグナグナグナグププププールのールのールのールの飛飛飛飛行行行行

場場場場にににに着着着着くとくとくとくと、、、、ビレビレビレビレンンンンチチチチさんとさんとさんとさんとママママンンンンササササララララムムムム夫夫夫夫妻妻妻妻がががが迎迎迎迎ええええててててくだくだくだくだささささ

いましたいましたいましたいました。。。。これでいよいよこれでいよいよこれでいよいよこれでいよいよ本本本本番番番番。。。。自動自動自動自動車車車車でワルでワルでワルでワルダダダダのおのおのおのお寺寺寺寺までまでまでまで

直直直直行行行行ですですですです。。。。牛牛牛牛とととと車車車車がががが同同同同居居居居するするするするデコボコデコボコデコボコデコボコ道道道道はははは、、、、20202020年前年前年前年前をををを彷彿彷彿彷彿彷彿

とさせますとさせますとさせますとさせます。。。。インドのにおいがします
インドのにおいがします
インドのにおいがします
インドのにおいがします。。。。雑雑雑雑踏踏踏踏のののの街街街街中中中中をををを過過過過ぎぎぎぎてててて

おおおお寺寺寺寺にににに着着着着くとくとくとくと、、、、全全全全くくくく別別別別世世世世界界界界。。。。きれいにきれいにきれいにきれいに整理整理整理整理されたされたされたされた庭庭庭庭やややや仏舎仏舎仏舎仏舎利利利利

塔塔塔塔、、、、２２２２匹匹匹匹のののの犬犬犬犬もももも、、、、何何何何だかだかだかだか巷巷巷巷のののの犬犬犬犬とはとはとはとは違違違違っっっってててて見見見見ええええますますますます。。。。心心心心をこをこをこをこ

めてめてめてめて用用用用意意意意していただいたしていただいたしていただいたしていただいた食食食食事事事事やややや寝室寝室寝室寝室、、、、私私私私のためにおのためにおのためにおのためにお骨折骨折骨折骨折りいりいりいりい

ただいたたくさんの
ただいたたくさんの
ただいたたくさんの
ただいたたくさんの方々方々方々方々にににに、、、、感感感感謝謝謝謝のののの気持気持気持気持ちでいっちでいっちでいっちでいっぱぱぱぱいでしたいでしたいでしたいでした。。。。

夕夕夕夕方方方方のおのおのおのお祈祈祈祈りのりのりのりの時間時間時間時間になるとになるとになるとになると、、、、三々三々三々三々五五五五々々々々集集集集まってくるまってくるまってくるまってくる近近近近所所所所のののの

人々人々人々人々、、、、子子子子供供供供やややや若若若若いいいい人人人人がががが多多多多いのにいのにいのにいのに感動感動感動感動しましたしましたしましたしました。。。。ミミミミヤヤヤヤンンンンママママーーーー （（（（ビビビビルルルルママママ））））でもそうですがでもそうですがでもそうですがでもそうですが、、、、人々人々人々人々のののの暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中にににに祈祈祈祈りがしっりがしっりがしっりがしっ

くりくりくりくり溶溶溶溶けけけけ込込込込んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。こんなこんなこんなこんな習慣習慣習慣習慣をををを、、、、私私私私たちはいつたちはいつたちはいつたちはいつ忘忘忘忘れてれてれてれて

きたのでしきたのでしきたのでしきたのでしょょょょうううう。。。。    
    ワルワルワルワルダダダダにににに来来来来てててて翌翌翌翌日日日日はははは、、、、アナンアナンアナンアナンダバダバダバダバンのンのンのンのGandhiGandhiGandhiGandhi    MemorialMemorialMemorialMemorial    

LeprosyLeprosyLeprosyLeprosy    FoundationFoundationFoundationFoundationのののの見学見学見学見学ですですですです。。。。街街街街のののの中中中中をををを潜潜潜潜りりりり抜抜抜抜けたけたけたけた一一一一角角角角

にににに、、、、飾飾飾飾りりりり気気気気ののののなななないいいいガガガガランとしたランとしたランとしたランとした建建建建物物物物にににに到着到着到着到着するとするとするとすると、、、、Dr.Dr.Dr.Dr.    

VijaiVijaiVijaiVijai    PulPulPulPulがががが待待待待っていてくださいました
っていてくださいました
っていてくださいました
っていてくださいました。。。。彼彼彼彼とはとはとはとは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ

のののの学会学会学会学会でででで会会会会っているっているっているっているははははずずずずですですですです。。。。インドにおけるハンセン
インドにおけるハンセン
インドにおけるハンセン
インドにおけるハンセン病病病病対対対対

策策策策のののの最最最最前前前前線線線線にいるにいるにいるにいる人人人人でででで、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど疫疫疫疫学学学学調査調査調査調査のまとめをするのまとめをするのまとめをするのまとめをする段段段段

階階階階でしたでしたでしたでした。。。。昨昨昨昨年年年年のののの新患新患新患新患者者者者数数数数はははは、、、、合合合合計計計計１２６１２６１２６１２６８８８８００００００００人人人人。。。。相変相変相変相変わわわわ

ららららずずずず世世世世界界界界のののの新患新患新患新患者者者者総計総計総計総計のののの約約約約半半半半分分分分をををを占占占占めていますめていますめていますめています。。。。ただこのただこのただこのただこの数数数数

字字字字はははは、、、、あくまであくまであくまであくまで発見発見発見発見されたされたされたされた患患患患者者者者数数数数でででで、、、、実実実実際際際際のののの患患患患者者者者数数数数にはにはにはには多多多多くくくく

のののの説明説明説明説明がががが必要必要必要必要なことはなことはなことはなことは自自自自明明明明のことですのことですのことですのことです。。。。患患患患者者者者がががが出出出出続続続続けるけるけるける背景背景背景背景

にはにはにはには、、、、ポケポケポケポケッッッットトトトエリアとエリアとエリアとエリアと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる村落単位村落単位村落単位村落単位のののの多発地多発地多発地多発地域域域域があるがあるがあるがある

ことがことがことがことが知知知知られていますられていますられていますられています。。。。インドではインドではインドではインドでは、、、、少数民族少数民族少数民族少数民族へのアへのアへのアへのアプロプロプロプローーーー

チチチチがとてもがとてもがとてもがとても困難困難困難困難でででで、、、、多多多多民族民族民族民族、、、、多多多多宗教宗教宗教宗教、、、、多人多人多人多人種種種種をををを擁擁擁擁するするするする混沌混沌混沌混沌のののの

国国国国のののの中中中中でのでのでのでのポケポケポケポケッッッットトトトエリアにエリアにエリアにエリアに対対対対してしてしてして、、、、対策対策対策対策はかなりはかなりはかなりはかなり困難困難困難困難なもなもなもなも

のとなるでしのとなるでしのとなるでしのとなるでしょょょょうううう。。。。Dr.Dr.Dr.Dr.    PulPulPulPulのののの話話話話ではではではでは、、、、年年年年にににに一度一度一度一度のアクセのアクセのアクセのアクセスススス

はははは至難至難至難至難のののの業業業業とのこととのこととのこととのこと、、、、道道道道路路路路もももも危険危険危険危険なななな上上上上にににに、、、、ママママラリアラリアラリアラリア感感感感染染染染をはをはをはをは

じめじめじめじめ様々様々様々様々なななな危険危険危険危険をををを冒冒冒冒してのしてのしてのしての現地現地現地現地調査調査調査調査はははは、、、、ほほほほとんどできていな
とんどできていな
とんどできていな
とんどできていな

いのではないかと
いのではないかと
いのではないかと
いのではないかと思思思思われましたわれましたわれましたわれました。。。。現現現現状状状状ではではではではひひひひたすらたすらたすらたすら出出出出てきたてきたてきたてきた

患患患患者者者者をををを治治治治すのみすのみすのみすのみ、、、、これではこれではこれではこれでは新患新患新患新患者者者者のののの減少減少減少減少はははは望望望望めませんめませんめませんめません。。。。さらさらさらさら
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にににに障害障害障害障害となっているのが
となっているのが
となっているのが
となっているのが、、、、ハンセンハンセンハンセンハンセン病病病病にににに対対対対するするするする根根根根強強強強いいいい差別差別差別差別でででで

すすすす。。。。面面面面白白白白いことにいことにいことにいことに、、、、差別差別差別差別されるかどうかは
されるかどうかは
されるかどうかは
されるかどうかは、、、、菌菌菌菌のののの有無有無有無有無ではではではではなななな

くくくく、、、、外見上外見上外見上外見上のののの障害障害障害障害のののの有無有無有無有無でででで決決決決まりますまりますまりますまります。。。。例例例例ええええばばばば曲曲曲曲がったがったがったがった指指指指をををを

手術手術手術手術でででで治治治治せばせばせばせば、、、、もうもうもうもう差別差別差別差別のののの対象対象対象対象にはならないということです
にはならないということです
にはならないということです
にはならないということです。。。。

これはどこのこれはどこのこれはどこのこれはどこの国国国国でもでもでもでも、、、、広広広広くハンセンくハンセンくハンセンくハンセン病病病病のののの多発地多発地多発地多発地域域域域でででで見見見見られるられるられるられる

現現現現象象象象ですですですです。。。。それだけにそれだけにそれだけにそれだけに、、、、早期早期早期早期発見発見発見発見・・・・早期治早期治早期治早期治療療療療でででで障害障害障害障害のののの出出出出るるるる前前前前

にににに治治治治すことがすことがすことがすことが大大大大切切切切ですがですがですがですが、、、、今今今今なおなおなおなお病気病気病気病気をををを隠隠隠隠そうとするそうとするそうとするそうとする傾向傾向傾向傾向がががが、、、、

治治治治療開療開療開療開始始始始をををを遅遅遅遅らせらせらせらせ、、、、結局結局結局結局はははは障害障害障害障害がががが残残残残ってしまうってしまうってしまうってしまう例例例例がががが後後後後をををを絶絶絶絶たたたた

ないようですないようですないようですないようです。。。。    
    入院入院入院入院病病病病棟棟棟棟ではではではでは、、、、独特独特独特独特のののの四肢潰瘍四肢潰瘍四肢潰瘍四肢潰瘍のののの治治治治療療療療をををを目目目目的的的的にににに入院入院入院入院していしていしていしてい

るるるる人人人人ががががほほほほとんどですとんどですとんどですとんどです。。。。手足手足手足手足にににに知知知知覚麻痺覚麻痺覚麻痺覚麻痺があるとがあるとがあるとがあると、、、、日常日常日常日常生生生生活活活活のののの

中中中中でしばしばでしばしばでしばしばでしばしば怪我怪我怪我怪我をしますをしますをしますをします。。。。しかししかししかししかし知知知知覚麻痺覚麻痺覚麻痺覚麻痺ゆえゆえゆえゆえにににに、、、、傷傷傷傷をををを受受受受

けたけたけたけたことにことにことにことに気気気気づづづづくのもくのもくのもくのも遅遅遅遅れれれれ、、、、しばしばしばしばしばしばしばしば骨骨骨骨にににに達達達達するするするする深深深深いいいい潰瘍潰瘍潰瘍潰瘍とととと

なってしまいます
なってしまいます
なってしまいます
なってしまいます。。。。日本日本日本日本でもよくでもよくでもよくでもよく経験経験経験経験することですすることですすることですすることです。。。。日本日本日本日本でででで

はははは様々様々様々様々なななな創傷治癒創傷治癒創傷治癒創傷治癒方法方法方法方法をををを駆使駆使駆使駆使してしてしてして治治治治療療療療をををを行行行行いますがいますがいますがいますが、、、、ここワここワここワここワ

ルルルルダダダダではではではではほほほほとんどとんどとんどとんど寝寝寝寝かせておくだけで
かせておくだけで
かせておくだけで
かせておくだけで、、、、局部局部局部局部のドのドのドのドレレレレッッッッシシシシングングングング

はははは１１１１日日日日１１１１回回回回、、、、薬薬薬薬ははははほほほほとんどなしとんどなしとんどなしとんどなし、、、、仕事仕事仕事仕事をををを休休休休ませてませてませてませて安静安静安静安静にすれにすれにすれにすれ

ばばばば自自自自然然然然にににに治治治治るといいまするといいまするといいまするといいます。。。。まあまあまあまあ全部全部全部全部ではなくてもではなくてもではなくてもではなくても、、、、たたたたぶぶぶぶんんんん半半半半

数数数数くらいはそれでいけるのでし
くらいはそれでいけるのでし
くらいはそれでいけるのでし
くらいはそれでいけるのでしょょょょうううう。。。。薬薬薬薬剤剤剤剤、、、、医療機医療機医療機医療機器器器器、、、、医療医療医療医療

用用用用品品品品のすのすのすのすべべべべてがてがてがてがなななないものだらけのいものだらけのいものだらけのいものだらけのガガガガランとしたランとしたランとしたランとした空間空間空間空間がががが「「「「病病病病

院院院院」」」」なのですなのですなのですなのです。。。。食食食食事事事事とととと寝寝寝寝るるるる空間空間空間空間がががが与与与与ええええられているだけでも
られているだけでも
られているだけでも
られているだけでも、、、、

「「「「治治治治療療療療」」」」になるのかもになるのかもになるのかもになるのかも知知知知れませんれませんれませんれません。。。。変変変変形形形形したしたしたした顔顔顔顔やややや手足手足手足手足のののの形成形成形成形成 外科外科外科外科的治的治的治的治療療療療はははは望望望望むべむべむべむべくもなくくもなくくもなくくもなく、、、、このこのこのこの傷傷傷傷がががが一一一一つつつつ治治治治ってもってもってもっても、、、、仕事仕事仕事仕事

をををを始始始始めればまためればまためればまためればまた何何何何がしかのがしかのがしかのがしかの傷傷傷傷をををを作作作作ってくるのでしってくるのでしってくるのでしってくるのでしょょょょうううう。。。。    

    翌翌翌翌日日日日はははは、、、、アーナンアーナンアーナンアーナンダダダダワンにワンにワンにワンに向向向向けてけてけてけて朝朝朝朝６６６６時時時時にににに出発出発出発出発ですですですです。。。。沿沿沿沿道道道道

のののの木木木木のののの上上上上でででで、、、、ササササルのルのルのルの家家家家族族族族がががが私私私私たちのたちのたちのたちの車車車車をををを見見見見下下下下ろろろろしししし、、、、牛牛牛牛がががが悠悠悠悠々々々々

とととと草草草草をををを食食食食んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。道道道道路路路路のののの悪悪悪悪さはものすごくさはものすごくさはものすごくさはものすごく、、、、片片片片道道道道３３３３、、、、４４４４

時間時間時間時間、、、、車車車車をををを痛痛痛痛めつけながらめつけながらめつけながらめつけながらガガガガタタタタガガガガタタタタ道道道道をををを走走走走りましたりましたりましたりました。。。。    

    到着到着到着到着したとこしたとこしたとこしたところろろろはははは、、、、途途途途中中中中でででで見見見見たたたた景景景景色色色色にににに比比比比べべべべればればればれば、、、、いわばいわばいわばいわば花花花花

園園園園のののの雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気ですですですです。。。。ババ・ババ・ババ・ババ・アアアアムムムムテテテテのののの創創創創立立立立によるによるによるによる巨巨巨巨大大大大なななな組織組織組織組織でででで、、、、

約一約一約一約一万万万万人人人人がががが暮暮暮暮らすらすらすらす一大共同一大共同一大共同一大共同体体体体ですですですです。。。。ハンセンハンセンハンセンハンセン病病病病およびおよびおよびおよび様々様々様々様々なななな

障害障害障害障害をををを持持持持つつつつ人々人々人々人々がががが、、、、互互互互いにいにいにいに自自自自給給給給自自自自足足足足をををを目目目目指指指指してしてしてして生生生生活活活活していましていましていましていま

すすすす。。。。視視視視覚障害覚障害覚障害覚障害者者者者、、、、聾唖聾唖聾唖聾唖者者者者たちもたちもたちもたちも共同共同共同共同生生生生活活活活をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、教教教教育育育育・・・・

職職職職業業業業訓練訓練訓練訓練をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。アーナンアーナンアーナンアーナンダダダダワンはワンはワンはワンは「「「「喜喜喜喜びのびのびのびの里里里里」」」」のののの

意意意意だそうでだそうでだそうでだそうで、、、、社社社社会会会会からからからから排斥排斥排斥排斥されたされたされたされた人々人々人々人々ののののややややっとたどりっとたどりっとたどりっとたどり着着着着いたいたいたいた

楽楽楽楽園園園園となっているのでし
となっているのでし
となっているのでし
となっているのでしょょょょうううう。。。。ババ・ババ・ババ・ババ・アアアアムムムムテテテテ夫夫夫夫妻妻妻妻のおのおのおのお墓墓墓墓はははは、、、、

美美美美しいしいしいしい花花花花々々々々にににに彩彩彩彩られられられられ、、、、施設内施設内施設内施設内ははははゴゴゴゴミミミミ一一一一つなくつなくつなくつなく整然整然整然整然としていまとしていまとしていまとしていま

すすすす。。。。敷敷敷敷地内地内地内地内のあちこちにきれいな
のあちこちにきれいな
のあちこちにきれいな
のあちこちにきれいな池池池池がありがありがありがあり、、、、開発開発開発開発のののの時時時時にににに捕獲捕獲捕獲捕獲

されたされたされたされた動物動物動物動物たちにもたちにもたちにもたちにも住住住住処処処処がががが与与与与ええええられてられてられてられて、、、、ゆゆゆゆったりとしたったりとしたったりとしたったりとした動物動物動物動物

園園園園のようにのようにのようにのように管管管管理理理理されていますされていますされていますされています。。。。特特特特にににに職職職職業業業業訓練訓練訓練訓練のののの施設施設施設施設がががが充充充充実実実実しししし

ていてていてていてていて、、、、一般住一般住一般住一般住民民民民もももも訓練訓練訓練訓練をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。一方診療一方診療一方診療一方診療部部部部門門門門をををを見見見見

るとるとるとると、、、、外外外外来来来来にはにはにはには毎日何人毎日何人毎日何人毎日何人ものハンセンものハンセンものハンセンものハンセン病病病病のののの患患患患者者者者がががが受診受診受診受診しておしておしておしてお

りりりり、、、、ややややはりここはハンセン
はりここはハンセン
はりここはハンセン
はりここはハンセン病多発地病多発地病多発地病多発地帯帯帯帯のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中であることであることであることであること

をををを思思思思いいいい出出出出しますしますしますします。。。。ここのここのここのここの病病病病棟棟棟棟もももも、、、、傷治傷治傷治傷治療療療療のののの患患患患者者者者ででででベベベベッドはッドはッドはッドはほほほほ
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ぼぼぼぼ満床満床満床満床ですですですです。。。。先先先先日日日日までまでまでまで路路路路上上上上でででで物物物物乞乞乞乞いをしていたいをしていたいをしていたいをしていた人人人人もいましたもいましたもいましたもいました。。。。

彼彼彼彼もももも傷傷傷傷がががが治治治治ればればればれば、、、、職職職職業業業業訓練訓練訓練訓練をををを受受受受けるかけるかけるかけるか、、、、何何何何がしかのがしかのがしかのがしかの仕事仕事仕事仕事をををを与与与与

ええええられてられてられてられて、、、、住人住人住人住人となっていくのでし
となっていくのでし
となっていくのでし
となっていくのでしょょょょうううう。。。。敷敷敷敷地内地内地内地内にはにはにはには、、、、家具家具家具家具

職職職職人人人人、、、、大大大大工工工工さんさんさんさん、、、、織織織織物物物物工工工工場場場場、、、、手手手手工芸品工芸品工芸品工芸品作作作作りりりり、、、、車車車車やバやバやバやバイイイイクのクのクのクの修修修修

理理理理とととと何何何何でもありででもありででもありででもありで、、、、時時時時にはにはにはには自自自自転転転転車車車車もももも作作作作ってしまいますってしまいますってしまいますってしまいます。。。。たくたくたくたく

さんのさんのさんのさんの人人人人たちにインタたちにインタたちにインタたちにインタビビビビュュュューしましたーしましたーしましたーしました。。。。発病後発病後発病後発病後にににに家家家家族族族族からからからから放放放放

逐逐逐逐されたされたされたされた人人人人がががが大多大多大多大多数数数数ですがですがですがですが、、、、ハンセンハンセンハンセンハンセン病病病病ではないがではないがではないがではないが類似類似類似類似のののの障障障障

害害害害のためにのためにのためにのために社社社社会会会会からからからから見見見見放放放放されたされたされたされた人人人人、、、、先天先天先天先天的的的的なななな障害障害障害障害のためにのためにのためにのために家家家家

族族族族がががが捨捨捨捨てたてたてたてた子子子子供供供供などもなどもなどもなども混混混混じっていますじっていますじっていますじっています。。。。それぞれがここに
それぞれがここに
それぞれがここに
それぞれがここに来来来来

るまでのるまでのるまでのるまでの理理理理由由由由があってがあってがあってがあって、、、、ここにここにここにここに来来来来ててててややややっとっとっとっと自分自分自分自分のののの場所場所場所場所がががが得得得得らららら

れたのでしれたのでしれたのでしれたのでしょょょょうううう。。。。確確確確かにここはかにここはかにここはかにここは、、、、「「「「喜喜喜喜びのびのびのびの里里里里」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる楽楽楽楽

園園園園でしでしでしでしょょょょうううう。。。。しかししかししかししかし垣垣垣垣根根根根をををを越越越越ええええたたたた外外外外側側側側にはにはにはには、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが順応順応順応順応できできできでき

なかったなかったなかったなかった社社社社会会会会がありますがありますがありますがあります。。。。このこのこのこの垣垣垣垣根根根根ががががななななくなるまでくなるまでくなるまでくなるまで、、、、彼彼彼彼らにらにらにらに

本当本当本当本当のののの自由自由自由自由はありませはありませはありませはありませんんんん。。。。    
    障害障害障害障害者者者者にににに対対対対してしてしてして延延延延々々々々とととと続続続続くくくく社社社社会会会会のののの差別差別差別差別感感感感情情情情はははは、、、、どこからどこからどこからどこから来来来来

るのでしるのでしるのでしるのでしょょょょうううう？？？？    何何何何千千千千年年年年とととと続続続続くカーくカーくカーくカーストストストスト制制制制度度度度以以以以外外外外にもにもにもにも、、、、理理理理屈屈屈屈

ではではではでは説明説明説明説明できないできないできないできない「「「「感感感感情情情情」」」」がそうさせているのでし
がそうさせているのでし
がそうさせているのでし
がそうさせているのでしょょょょうかうかうかうか？？？？

同同同同じようなことがじようなことがじようなことがじようなことが、、、、日本日本日本日本にもありましたにもありましたにもありましたにもありました。。。。今今今今もあるのかももあるのかももあるのかももあるのかも知知知知

れませんれませんれませんれません。。。。私私私私たちにはたちにはたちにはたちには、、、、理理理理屈屈屈屈ででででわかわかわかわかっていることにっていることにっていることにっていることに、、、、感感感感情情情情をををを

従従従従わせることができない
わせることができない
わせることができない
わせることができない部部部部分分分分がありますがありますがありますがあります。。。。驚驚驚驚いたことにインいたことにインいたことにインいたことにイン

ドではドではドではドでは、、、、医療医療医療医療従従従従事者事者事者事者たちもハンセンたちもハンセンたちもハンセンたちもハンセン病病病病患患患患者者者者をををを避避避避けるとけるとけるとけると聞聞聞聞きまきまきまきま

したしたしたした。。。。インドのハンセン
インドのハンセン
インドのハンセン
インドのハンセン病病病病対策対策対策対策をををを総指総指総指総指揮揮揮揮しているしているしているしているDr.Dr.Dr.Dr.    PulPulPulPulがががが 言言言言うのですからうのですからうのですからうのですから、、、、信信信信じじじじざざざざるをるをるをるを得得得得ませんませんませんません。。。。何何何何とととと情情情情けないことでけないことでけないことでけないことで

ししししょょょょうううう！！！！    私私私私もももも医療医療医療医療従従従従事者事者事者事者のののの一人一人一人一人としてとしてとしてとして、、、、拳拳拳拳をををを挙挙挙挙げげげげてててて啓啓啓啓発活発活発活発活

動動動動をををを始始始始めたくなってしまいます
めたくなってしまいます
めたくなってしまいます
めたくなってしまいます。。。。しかししかししかししかし直直直直ぐぐぐぐにににに帰帰帰帰ってしまうってしまうってしまうってしまう

一旅行者一旅行者一旅行者一旅行者のののの私私私私にはにはにはには、、、、排斥排斥排斥排斥されたされたされたされた人人人人たちとたちとたちとたちと手手手手にににに手手手手をををを取取取取ってってってって、、、、肌肌肌肌

のののの温温温温もりをもりをもりをもりを伝伝伝伝ええええ合合合合うことくらいしかできません
うことくらいしかできません
うことくらいしかできません
うことくらいしかできません。。。。    

    アーナンアーナンアーナンアーナンダダダダワンのワンのワンのワンの帰帰帰帰りりりり道道道道、、、、またまたまたまたガガガガタタタタガガガガタタタタ道道道道をををを何時間何時間何時間何時間もかけもかけもかけもかけ

てワルてワルてワルてワルダダダダにににに戻戻戻戻ったったったったときときときときにはにはにはには、、、、日日日日もももも暮暮暮暮れかかっていましたが
れかかっていましたが
れかかっていましたが
れかかっていましたが、、、、

無理無理無理無理をををを言言言言ってってってってガガガガンンンンデデデディィィィーーーーゆゆゆゆかりかりかりかりのののの村村村村々々々々にににに連連連連れてれてれてれて行行行行っていただっていただっていただっていただ

きましたきましたきましたきました。。。。藤藤藤藤井日井日井日井日達達達達上人上人上人上人もももも会見会見会見会見されたされたされたされた、、、、ガガガガンンンンデデデディィィィーーーー翁翁翁翁のののの慎慎慎慎まままま

しいしいしいしい小小小小さなさなさなさな土壁土壁土壁土壁のののの家家家家、、、、ここからインドの
ここからインドの
ここからインドの
ここからインドの解解解解放放放放、、、、虐虐虐虐げげげげられたハられたハられたハられたハ

ンセンンセンンセンンセン病病病病患患患患者者者者のののの解放解放解放解放がががが始始始始まったそのまったそのまったそのまったその場所場所場所場所がががが、、、、きれいにきれいにきれいにきれいに整理整理整理整理ささささ

れたれたれたれた一一一一角角角角にににに大大大大切切切切にににに保保保保存存存存されていましたされていましたされていましたされていました。。。。夕夕夕夕闇迫闇迫闇迫闇迫るるるる頃頃頃頃、、、、三三三三十十十十数数数数

人人人人のののの高齢高齢高齢高齢のののの女性女性女性女性たちがたちがたちがたちが住住住住むむむむ一一一一棟棟棟棟をををを訪問訪問訪問訪問しましたしましたしましたしました。。。。かつてハンかつてハンかつてハンかつてハン

センセンセンセン病病病病をををを患患患患ったったったった人人人人たちですたちですたちですたちです。。。。そのそのそのその中中中中にににに、、、、ママママンンンンササササララララムムムム夫人夫人夫人夫人のあのあのあのあ

つつつつ子子子子さんとさんとさんとさんと、、、、手手手手をををを取取取取りりりり合合合合ってってってって久久久久々々々々のののの挨拶挨拶挨拶挨拶をををを交交交交わすわすわすわす老老老老婦人婦人婦人婦人がいがいがいがい

ましたましたましたました。。。。ママママンンンンササササララララムムムム夫夫夫夫妻妻妻妻はははは、、、、様々様々様々様々なななな人人人人たちをたちをたちをたちを支援支援支援支援してこられしてこられしてこられしてこられ

たことがたことがたことがたことがわわわわかりますかりますかりますかります。。。。    
    翌翌翌翌日日日日またまたまたまたまたまたまたまた夜明夜明夜明夜明けのけのけのけの出発出発出発出発。。。。ビレビレビレビレンンンンチチチチさんとさんとさんとさんとママママンンンンササササララララムムムムささささ

んにんにんにんに見見見見送送送送られてられてられてられて、、、、ムムムムンンンンババババイにイにイにイに戻戻戻戻るるるる飛飛飛飛行機行機行機行機にににに乗乗乗乗りましたりましたりましたりました。。。。ムムムムンンンン

ババババイではイではイではイでは再再再再びびびび森田上人森田上人森田上人森田上人がががが迎迎迎迎ええええてくださりてくださりてくださりてくださり、、、、当日当日当日当日深夜深夜深夜深夜のののの帰国時帰国時帰国時帰国時

間間間間までまでまでまで、、、、ムムムムンンンンババババイでイでイでイで有有有有意義意義意義意義なななな時間時間時間時間をををを過過過過ごさせていただきま
ごさせていただきま
ごさせていただきま
ごさせていただきましししし

たたたた。。。。    
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    ままままずムずムずムずムンンンンババババイイイイ道場道場道場道場にににに戻戻戻戻りりりり、、、、ムムムムンンンンババババイのイのイのイの「「「「ススススララララムムムム」」」」をををを垣垣垣垣間見間見間見間見

るるるる機会機会機会機会ををををいただいただいただいただきましたきましたきましたきました。。。。これはおこれはおこれはおこれはお寺寺寺寺でででで働働働働くくくく女女女女中中中中さんのさんのさんのさんの姉姉姉姉妹妹妹妹

のののの家家家家ですですですです。。。。汚水汚水汚水汚水にににに足足足足をををを取取取取られないようられないようられないようられないよう、、、、気気気気をつけながらたど
をつけながらたど
をつけながらたど
をつけながらたど

りりりり着着着着いたいたいたいた所所所所はははは、、、、６６６６畳畳畳畳くらいのくらいのくらいのくらいの部屋部屋部屋部屋にににに見見見見ええええましたましたましたました。。。。台台台台所所所所ととととベベベベッッッッ

ドがドがドがドが１１１１つつつつ、、、、若若若若いいいい女性女性女性女性がががが一人一人一人一人座座座座っていますっていますっていますっています。。。。田舎田舎田舎田舎からからからから職職職職をををを求求求求めめめめ

てててて出出出出てきたてきたてきたてきた家家家家族族族族ですですですです。。。。ここにここにここにここに夫婦子夫婦子夫婦子夫婦子供供供供合合合合わせてわせてわせてわせて６６６６人人人人（（（（！！！！））））がががが

寝寝寝寝起起起起きしているとのこと
きしているとのこと
きしているとのこと
きしているとのこと。。。。きれいにきれいにきれいにきれいに片付片付片付片付いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、トトトトイイイイ

レやバスレやバスレやバスレやバスはもちはもちはもちはもちろろろろんありませんんありませんんありませんんありません。。。。どこかでどこかでどこかでどこかで用用用用をををを足足足足すのでしすのでしすのでしすのでしょょょょ

うううう。。。。これがこれがこれがこれが大大大大都都都都会会会会ののののススススララララムムムムのののの代表代表代表代表的的的的なななな一一一一角角角角とととと、、、、森田上人森田上人森田上人森田上人からからからから

おおおお聞聞聞聞きしましたきしましたきしましたきしました。。。。続続続続いていていていてビビビビンナンナンナンナ・・・・パパパパリクさんのリクさんのリクさんのリクさんの豪邸豪邸豪邸豪邸でででで、、、、フフフフィィィィ

ールドからールドからールドからールドから直直直直行行行行してきたしてきたしてきたしてきた手足手足手足手足をををを洗洗洗洗いいいい、、、、おおおお昼昼昼昼ごごごご飯飯飯飯ををををいただいただいただいただきまきまきまきま

したがしたがしたがしたが、、、、このこのこのこの富富富富のののの集集集集積積積積はワルはワルはワルはワルダダダダからからからから一一一一直線直線直線直線にににに来来来来たたたた者者者者にとってにとってにとってにとって

ちちちちょょょょっとめまいがする
っとめまいがする
っとめまいがする
っとめまいがするほほほほどのどのどのどの違違違違いですいですいですいです。。。。一一一一休休休休みさせていただみさせていただみさせていただみさせていただ

いたいたいたいた後後後後、、、、そのままそのままそのままそのまま運転運転運転運転手手手手さんとさんとさんとさんと自動自動自動自動車車車車をおをおをおをお借借借借りしてりしてりしてりして、、、、ムムムムンンンンババババ

イのイのイのイの町町町町をををを走走走走ってもらいました
ってもらいました
ってもらいました
ってもらいました。。。。ガガガガンンンンデデデディィィィーーーーゆゆゆゆかりかりかりかりのののの偉偉偉偉業業業業をををを引引引引

きききき継継継継いでいでいでいで、、、、地道地道地道地道ななななＮＧＮＧＮＧＮＧＯＯＯＯ活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人、、、、ガガガガンンンンデデデディィィィ

ーーーー翁翁翁翁のののの右腕右腕右腕右腕となってとなってとなってとなって働働働働いたいたいたいたヴィノヴィノヴィノヴィノババババ氏氏氏氏のののの甥甥甥甥というというというという、、、、本本本本屋屋屋屋さんさんさんさん

のののの２２２２階階階階でででで資料資料資料資料整理整理整理整理をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方もももも印印印印象的象的象的象的でしたでしたでしたでした。。。。薄暗薄暗薄暗薄暗いいいい２２２２階階階階

のののの一一一一室室室室、、、、外外外外のののの喧騒喧騒喧騒喧騒をををを階下階下階下階下にににに聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、ガガガガンンンンデデデディィィィーーーーのののの偉偉偉偉大大大大なななな

足足足足跡跡跡跡とととと、、、、彼彼彼彼をををを支支支支ええええ共共共共にににに働働働働いたいたいたいた人々人々人々人々のことをのことをのことをのことを、、、、思思思思いいいい描描描描いておりいておりいておりいており

ましたましたましたました。。。。        いよいよいよいよいよいよいよいよ暗暗暗暗くなりくなりくなりくなり、、、、飛飛飛飛行機行機行機行機にににに乗乗乗乗るまであとるまであとるまであとるまであと数数数数時間時間時間時間、、、、SSSSenenenen    KKKKapadiaapadiaapadiaapadia夫夫夫夫妻妻妻妻のおのおのおのお宅宅宅宅をををを訪問訪問訪問訪問しましたしましたしましたしました。。。。ずずずずっとっとっとっと以以以以前前前前にににに夫夫夫夫妻妻妻妻をををを東東東東

京京京京のののの我我我我がががが家家家家にににに招招招招いたことがあるのですが
いたことがあるのですが
いたことがあるのですが
いたことがあるのですが、、、、憶憶憶憶ええええていてくださていてくださていてくださていてくださ

ってってってって懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい再再再再会会会会でしたでしたでしたでした。。。。夫人夫人夫人夫人はははは癌癌癌癌のののの化化化化学療法学療法学療法学療法をををを専門専門専門専門とするとするとするとする

医師医師医師医師ですですですです。。。。最最最最先端先端先端先端のののの医療医療医療医療にににに携携携携わるわるわるわる彼彼彼彼女女女女にににに、、、、昨昨昨昨日日日日までまでまでまで見見見見てきたてきたてきたてきた

ワルワルワルワルダダダダのののの様子様子様子様子をををを話話話話しているしているしているしている途途途途中中中中、、、、隣隣隣隣にににに住住住住むむむむ女性女性女性女性がががが小小小小学学学学生生生生のののの女女女女

のののの子子子子をををを連連連連れてれてれてれて、、、、われわれわれわれわれわれわれわれのののの会話会話会話会話にににに参加参加参加参加しましたしましたしましたしました。。。。世世世世界界界界中中中中のハのハのハのハ

ンセンンセンンセンンセン病病病病患患患患者者者者のののの半数半数半数半数はインドのはインドのはインドのはインドの患患患患者者者者であることであることであることであること、、、、根根根根強強強強いいいい差差差差別別別別

がががが患患患患者者者者のののの減少減少減少減少をををを大大大大きくきくきくきく妨妨妨妨げげげげていることなどが
ていることなどが
ていることなどが
ていることなどが話話話話題題題題となりましとなりましとなりましとなりまし

たたたた。。。。インドのインドのインドのインドの伝統伝統伝統伝統的的的的・・・・宗教的宗教的宗教的宗教的なななな社社社社会会会会構構構構造造造造がががが、、、、差別差別差別差別のののの克服克服克服克服をををを大大大大

きくきくきくきく妨妨妨妨げげげげているとしたらているとしたらているとしたらているとしたら、、、、一般一般一般一般庶庶庶庶民民民民からからからから見見見見ればればればれば雲雲雲雲のののの上上上上ともともともとも見見見見

ええええるこれらのるこれらのるこれらのるこれらの人々人々人々人々にににに、、、、ハンセンハンセンハンセンハンセン病病病病をををを差別差別差別差別することのすることのすることのすることの不不不不合合合合理理理理をををを

身身身身近近近近にににに感感感感じてもらうことが
じてもらうことが
じてもらうことが
じてもらうことが、、、、あのアーナンあのアーナンあのアーナンあのアーナンダダダダワンのワンのワンのワンの垣垣垣垣根根根根をををを低低低低

くすることにくすることにくすることにくすることに繋繋繋繋がるのではないかと
がるのではないかと
がるのではないかと
がるのではないかと思思思思いつついつついつついつつ、、、、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしいベベベベ

ジタリアンのおジタリアンのおジタリアンのおジタリアンのお料料料料理理理理をををを満喫満喫満喫満喫しましたしましたしましたしました。。。。    

    大大大大急急急急ぎぎぎぎのののの駆駆駆駆けけけけ足足足足でででで、、、、短短短短いいいい時間時間時間時間にたくさんのにたくさんのにたくさんのにたくさんの収穫収穫収穫収穫をさせていをさせていをさせていをさせてい

ただきましたただきましたただきましたただきました。。。。すすすすべべべべてててて日本山妙法寺日本山妙法寺日本山妙法寺日本山妙法寺のののの皆皆皆皆様方様方様方様方のおかのおかのおかのおかげげげげですですですです。。。。

とりわけとりわけとりわけとりわけ森田上人森田上人森田上人森田上人、、、、浅井上人浅井上人浅井上人浅井上人、、、、ビレビレビレビレンンンンチチチチさんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそしてママママンンンンササササ

ララララムムムム夫夫夫夫妻妻妻妻、、、、ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。われわれわれわれわれわれわれわれのクリニックのクリニックのクリニックのクリニック

にににに集集集集まるまるまるまる、、、、様々様々様々様々ななななババババリアフリーリアフリーリアフリーリアフリー化化化化にににに篤篤篤篤いいいい思思思思いをいをいをいを持持持持つつつつ人々人々人々人々とととと共共共共

にににに、、、、ワルワルワルワルダダダダでのでのでのでの経験経験経験経験をををを分分分分かちかちかちかち合合合合いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
        （（（（医療法人健富会医療法人健富会医療法人健富会医療法人健富会    おうえんポリクリニック
おうえんポリクリニック
おうえんポリクリニック
おうえんポリクリニック））））    


