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今年（2013 年）の世界エイズデーにあたって

国連事務総長は、「この世界エイズデーにあた

り、私はかつてないほど楽観的になっていま

す。世界の大半は HIV 対応の進歩を加速させ

ています。」とのメッセージを発信しました。 

私はこのメッセージを心強く受け止めました

が、同意できませんでした。 

ケニア、なかんずく、ナイロビ市のスラムで

直面している現実から、このような楽観は生

まれて来ないからです。 

先進国では「HIV は、適切な薬を適切に服用

することで、エイズの発症を抑えることが可

能になった。糖尿病と同様、慢性病の仲間入

りをした。」といわれています。HIV に感染し

てもエイズを発症する迄は、感染初期の風邪

に似た症状以外、なんの自覚症状もありませ

ん。ケニアを含めて、開発途上国の多くの人々

は「痛い」とか「下痢」とか、「腫れた」など

の症状が現れないと、病気にかかったと認識

しません。従って、HIV に感染しても、病気

とは認識されません。検査をして陽性と告げ

られ、初めて感染したとの自覚が生まれます。

放置するとエイズを発症するとの認識は徐々

に浸透してきましたが、与えられた薬を飲ん

でいればエイズにはならないだろと思ってし 

まいます。 

 

ほとんどの医療機関は、薬をきちんと飲んで

いるかどうかのチェック、服薬の結果、エイ

ズ発症の可能性が高まっているのか、遠のい

ているかの検査を適宜に行っていません。ま

た、薬の副作用が出ているかどうかの検査も

ろくに行っていません。感染者にも、病院の

先生にも検査が必須との認識が薄弱なのです。 

きちんと薬を飲み、きちんと検査をして治療

に反映しないと、エイズを発症してしまう。

耐性ウイルスが生まれ、薬がきかなくなって

しまう、といった危機意識がないのです。 

従って、医療機関に検査をする設備も普及し

ていません。 

イルファーは約 150 名の HIV 感染者に定期的

な検査を施し、その結果から読めたアドバイ

スを本人に伝えています。また感染者を通じ

て、彼らが通う医療機関に伝えています。そ

の結果、感染者、医療関係者に適切な HIV 感

染者治療が浸透し、彼らが、ケニアにおける

「適切な HIV 感染者治療」の宣教師の役割を

担ってくれるようになることを目的にしてい

ます。目的には着実に近づいていますが、ま

だまだ、遠い道のりが残っています。人、金、

ものが不足しています。 

 

来年(2014 年)末には、イルファーも「かつて

ないほど、楽観している。ケニアでもＨＩＶ

の感染症は慢性病となる日が近づいて来た。」

と宣言したいものです。 
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ジャンボはスワヒリ語で『こんにちは』です。  
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参加者 

・稲田 頼太郎(副理事長、ケニア事務所長) 

・宮城島 拓人(副理事長、釧路労災病院副院長) 

・石川 麻倫(釧路労災病院内科) 

・福地 貴彦(神戸大学感染症内科) 

・蓮池 俊和(神戸大学感染症内科) 

・佐藤 淳(北海道大学歯学部口腔診断内科学教室) 

・橋本 知直(札幌市手稲渓仁会医療センター) 

・占部 正和(外資系製薬会社勤務薬剤師) 

・青山 寿美香(大森赤十字病院薬剤師) 

・林 かよ子(アフリカ児童教育基金の会看護師) 

・柳瀬 洋子(アフリカ児童教育基金の会看護師) 

・熊坂 由希子(杏園堂鍼灸院鍼灸師) 

・四倉 良輔(上智大学経済学部 4年生) 

・五十嵐 真希(ケニア赤十字社) 

現地スタッフ 

Ali Wembe, Joseph Wambogo, Hesbon Onguti 

 

二つの変化二つの変化二つの変化二つの変化 
 

副理事長副理事長副理事長副理事長    稲田稲田稲田稲田 頼太郎頼太郎頼太郎頼太郎    

私がケニアに居を構

えた 2010 年 3月以来、

以前のような米国か

らの参加者のリクル

ートが困難になった。

通常、常連招待者とは

別に参加希望者を募り、インタビューとともに

無料診療のオリエンテーションを行う。勤務先

にいたから出来た。しかし、現在ケニアの地に

居ては難しい。その結果、2000 年以来継続して

きた 3月時キャンプが 2011 年 3 月時から途絶

え、9月時のみになった。もちろん資金面も影

響していた。2011 年 10 月、支持者によるＮＰ

Ｏイルファー（特定非営利活動法人）の立ち上

げにより、日本国内の無料診療活動に関する事

務的な業務が劇的に変わった。広報活動も変わ

った。資金集めの形態も変わった。私が米国Ｉ

ＬＦＡＲで、一人ですべてをやっていたことが

変わった。この変化が 2012 年度、2013 年度の

9月時無料診療の状況を変えた。サムライジャ

パンの誕生である。 

一方、2010 年 3 月以来ケニアに居を構え始めて

からの 4年弱、ＨＩＶ感染者、患者および現地

医療施設、医療従事者を対象としたエイズ医療

体制のあり方を浸透させる活動も年365日の活

動が行えるようになった。この変化が患者の信

頼を得、現地医療施設の興味を湧き上がらせ、

そのノウハウが個々の医療従事者に浸透しつ

つある。 

この二つの変化をもたらすことが出来たのは、

2000 年以来、毎年同じ地で、同じ時期に継続的

に行ってきた無料診療活動が根底にある。この

活動なしには現地でのＨＩＶ診療所開設も不

可能であった。住民の信頼を得たからこそ、通

常危険極まりないスラムの一角に一人の日本

人が立つ事を許されたのであろう。 

 

特に初参加者の多かった今回、アフリカでの過

去の思い出、人生の一部にもなりかねないイン

パクトを与えた無料診療活動に関し、参加者の

感じたことを会報 4号、5号の 2回に亘り掲載

させていただくことにしました。 

 

紙面の都合上、参加者皆様からの内容はそのま

まの文章ですが、私、稲田の独断と偏見にて抜

粋という形になりましたが、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

－１－ 

 

 

 

 

－２－ 



林林林林    かよ子かよ子かよ子かよ子 

看護師 

アフリカ児童教育基金の会（ACEF） 

ケニア在住 

佐藤佐藤佐藤佐藤    淳淳淳淳    

歯科医師 

北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座

口腔診断内科学教室 

日頃は、ACEF が運営する

エナヘルスセンターで活

動しております。まだまだ、

英語もスワヒリ語もまま

ならないので、改善点を見

出しても、どう進めていい

か迷うことも多くあります。そういった時、今

回のキャンプに参加することができ、とてもよ

い刺激になりました。心から感謝いたします。 

率直な感想をいいますと、皆様との出逢いがと

ても心地よく、そして活動しやすく、１週間を

終えたという感じです。日頃は、ケニア人と一

緒に活動しておりますので、通じ合うところも

あれば、そうでないところもあり、半ばあきら

めてかかわる部分もあります。日本人の感覚に

５か月ぶりに触れ、なんと仕事がしやすかった

ことか。また、初めてお会いする方ばかりなの

にすごく温かい気持ちになりました。素晴らし

い方々との出逢いに感謝です。 

私は、薬局と採血を担当させていただきました

が、あらかじめの準備が周到であ

り、ほとんど困ることはありませ

んでしたが、ひとつ気になったの

は、水薬を入れる瓶を患者やその

家族に持ってきていただいている

のですが、おそらく拾ってきたで

あろうものが存在しました。せめ

てこちらで軽く洗浄して使いたか

ったという気持ちがあります。処

方箋の文字の解読については、先生方の文字も

見やすく薬の調剤もしやすかったです。用法、

用量については、特にケニアで購入された薬剤

については、まだ知らない薬が沢山あったので、

今回、大変勉強になりました。 

また、来年も参加させていただきたいと思いま

すし、多くの人にイルファーの活動を知ってい

ただきたいと思いました。 

自分たちの教室、北海道

大学歯学部口腔診断内

科学教室が北海道にお

けるHIV感染者の歯科診

療ネットワ－ク構築事

業の事務局も兼ねてい

ることもあり、自分のボスである北川善政教授

と宮城島先生のつながりができ、自分が今回の

キャンプに参加させていただくことになりまし

た。 

歯学部を卒業して歯科医師として 23 年になり、

口腔外科の臨床家として自負していた部分もあ

りましたが、今回のメディカルキャンプの歯科

診療は我ながらお粗末な結果になってしまいま

した。まさかここまで「できない、抜けない」

ことになるとは正直考えていませんでした。 

歯科診療は毎日約 20 名という患者

数に制限していただいており、連日

100 名以上診察されている内科の先

生に比較したら、まさに「殿様診療」

です。英語が直接通じる方はまだし

も、英語が通じずスワヒリ語の通訳

を通して「患者さんは何と言ってい

るのですか？」と尋ねると、「痛い

から抜いてほしい」と患者さんが言

っていると返ってきます。「え？、6才なのに

大事な永久歯の奥歯を抜くの…？」とか、「ま

だ小さな小さな虫歯なのになんで抜くの…？」

といった疑問が当然生じました。しかし段々そ

の様な疑問を考える時間もなくなり、なるべく
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患者さんの希望に添う治療、つまり抜歯を行う

方向に切り替えたのですが、実際やってみると

改めて自分の未熟さを痛感することになりまし

た。とにかく歯が抜けないのです。局所麻酔 (歯

肉に打つ麻酔の注射) はしっかり効くのです

が、歯をつかんでいくら力を加えても歯が動か

ないことがたびたびです。 

日本人に比較するととにかく歯根（歯の

根っこ）が長くて、曲がっていて、しか

も根の本数が多い事がやっているうちに

わかってきました。なるほど抜けないわ

けです。加えて歯の周りの骨がとにかく

厚くて歯に力をかけても全く骨がたわま

ないときています。通常日本人であれば

これ以上歯に力を加えれば、歯が抜ける

どころか顎の骨が折れてしまうと心配に

なるくらい歯に力を加えても、ほとんど

歯が動かない時には、もう白旗をあげる

しかありませんでした。1本の歯の治療（抜歯）

に 30－60 分以上かかることも多くなり、ほとん

ど力仕事のような感覚で消耗している時に「あ

と２本抜いてほしいと言っている」と通訳から

言われた時には「そんなの無理だよ！」と日本

語で言ってしまいました。遠

のく意識の中でも、極力診療

の記録を残そうとメモをとっ

ていましたが、今から見直す

と意味不明ななぐり書きもあ

り、相当「心身共にやられて

いたんだな」と恥ずかしくな

ります。メモを参考にしてみ

ますと、診察した患者は 98 名、そのうち 85 本

程度に抜歯を試み、抜けたのが 75 本。10 本は

抜くことができなかったようです。専門家とし

てはありえない打率です。野球でいえば、即二

軍降格です。中には子供で暴れたために中止し

たこともありましたが…。小さな虫歯の 10 本程

の歯には日本から持参した充填材料（歯の詰め

物）を使用しました。材料があれば抜かなくて

よい、一つの事例です。実は日本人で歯を抜く

原因としては歯周病（いわゆる歯槽膿漏：歯が

グラグラしてくる）が多くの割合を占めていま

すが、ケニアではなぜか、本当になぜか歯周病

の方がほとんどいませんでした。生活習慣の問

題なのか、歯周病になる前に歯が抜かれてしま

うのか…。研究材料としてもおもしろいなと感

じました。 

今回の診療では日本の

ア－ルエフ社から無償

でお借りした歯科用デ

ジタルレントゲンシス

テム（通称：ナオミ）

を使用させていただき

ました。 

このシステムは本当に

すぐれもので、仮にこ

のシステムがなかった

らと想像すると正直

「ぞっと」します。短時間で解像度の高いレン

トゲン画像がモニタ－に描出されます。 

レントゲン画像をみて、「これはおそらく抜け

ないな」とか、「これなら短時間で抜けるな」

とかの自分なりのプランを立てることができま

した。もしこのレントゲンシス

テムがなかったら、「なぜこの

歯が抜けないのか？」という疑

問が解消されずに、心が壊れて

いたかもしれません。 

つらい「殿様診療」も、さらに

つらい「渋滞」も、少しつらい

「ポレポレ待ち時間」もシャワ

－をあびて「TUSKER」（現地ビ－ル）を飲めば

ほとんど (全てと言いたいところですが…) 吹

き飛びました。現地の稲田先生、リ－ダ－の宮

城島先生をはじめとした内科の先生、薬剤師さ

ん、看護師さん、鍼灸師さん、現地のスタッフ

の皆さんには本当に優しく接していただきまし

た。本当にありがとうございました。 

なかなか歯が抜けず、悶々としていると、毎晩

夢をみるようになりました。「あの歯はあの道
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青山青山青山青山 寿美香寿美香寿美香寿美香 

薬剤師 

大森赤十字病院 

    

総括総括総括総括    
    

副理事長 宮城島拓人宮城島拓人宮城島拓人宮城島拓人    

具があれば抜けるな」「あの道具を使うとなる

と、あの道具も必要だな」「どうやって持って

行けばよいかな」「この材料があると便利だな」

…。夢の中で来年以降の対策を考えるようにな

りました。予算や運搬する荷物量にも限度があ

りますから、無い物ねだりをしても仕方ないこ

ともあります。しかし今年自分が感じた悔しさ

や無念さを少しでも少なくするような対策は十

分たてられると、夢の中で確信しました 

参加に至った経緯は、イル

ファー事務局に直訴メー

ルを送った通り、アフリカ

には並々ならぬ熱い思い

を持っていたからでした。

若いころ青年海外協力隊

員としてアフリカで働いていた時、親しかった

アフリカ人の友人を亡くしました。お葬式では

涙が枯れるほど泣き、彼女の赤ちゃんが孤児院

に送られていくのを、指をくわえてみていまし

た。 

その時感じた無力さ、悔しさ、悲しさが今の私

を作っています。かつては本当に限られた薬し

か手に入りませんでしたが、今のケニアでは街

中の薬局でもかなりの薬が手に入ります。当時

薬がなく、満足に薬剤師の仕事ができなかった

私が、今回の無料キャンプで一人一人の患者さ

んに薬をわたし、説明ができたことは本当に限

りない喜びでした。そのような機会を与えてく

ださり深く感謝しています。ありがとうござい

ました。 

通常、医療チームには薬剤師が一人しかいない

ことがほとんどで、薬局の立ち上げや薬剤調達、

使用した薬剤を把握するため棚卸し業務などを

行うのですが、今回 は現地では稲田先生、ケニ

ア人スタッフ、日本では釧路イルファーの皆様

が準備を詳細に行ってくださったおかげで、純

粋に調剤に専念することができました。飛び入

りでやってきた私のような者に参加の機会をあ

たえていただき、深く感謝しております。 

参加して、稲田先生のゆるぎない信念と、遂行

に向けてのパワフルなエネルギー、おちゃめな

一面に魅せられてしまいました。 このような

言い方はおこがましいのですが、先生およびイ

ルファーの御活動がケニアでの HIV 耐性化を食

いとめる一矢になることを確信しています。 

そして素晴らしい方々と出会えたことは人生の

宝になると感じています。また入職してわずか

数か月の私を快く送り出してくださった職場の

皆様、そしていつも私のわがままを温かく見守

ってくれる夫、子供、母に感謝しています。皆

様、本当にありがとうございました。そして、

友人の眠るこの大地にまた戻ってきたいと思い

ます。 

三つの管理三つの管理三つの管理三つの管理    

（健康・血液暴露・危機）（健康・血液暴露・危機）（健康・血液暴露・危機）（健康・血液暴露・危機）    

ケニアに行った早々に、下

痢と発熱を発症した私で

あったが、一晩熟睡して再

生したとまで豪語したわ

けだが、帰る直前になってまた下痢。今回の下

痢は発症者が多いことから、なんらかの食事や

飲み物が災いした旅行者下痢症と考えられる。 

それにしても、今年の下痢といい、昨年のひど

い咳発作といい、年には勝てなくなってきてい

るのだろうか？それともケニアを甘く見始めて

きたのかもしれない。これからは一層自分たち

の体調を管理しながら任務を遂行していく必要
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がある。 

管理ということでもう一つ言うと、これだけHIV

陽性者の診療、とくに観血的処置が増えてくる

と、血液暴露事故が起こった場合の予防投薬の

管理もきちんとしていかなくてはならないだろ

う。来年への課題と考える。 

また、今回アルシャバーブによるたいへんなテ

ロが勃発した。幸い、キャンプは終了していた

し、爆破があったのは高級施設で、私たちが行

くようなところではなかったので遭遇すること

はなかったが、このような危機はいつ起こるか

は想定出来ない。これらに対する危機管理もし

っかりしておく必要を感じた。 

 

人員の確保人員の確保人員の確保人員の確保    

ほぼ固定の釧路組に、神

戸組がコアとなった。そ

うしてNPO法人イルファ

ーの全国公募から青山

さん、橋本先生、四倉く

んが参加を表明した。そ

して現地で活躍する邦

人の参加（林さん、柳瀬

さん）、もちろん五十嵐

さん（日本赤十字からケニア赤十字社への派遣）

の参加。こうして医療専門家集団が揃った。毎

年メンツは違えどもおなじ方向性とソウル（魂）

もった人たちが集まるわけであるから、初めて

逢った仲間であってもただちに連携が出来るの

はありがたい。このようにそれぞれの組織集団

がケニアに行くことを一つの年間行事としてと

らえ、組織内で先達の経験を共有することで次

に繋げることが、このキャンプの継続性と安定

性を担保することになるのではないかと思う。

また今回の青山さん、橋本先生、四倉君などが

ホームページを見て参加したように、山下理事

長が中心となって管理しているホームページも

人員確保のツールとして大きい。今後は定期的

な派遣組織の構築と HP 利用が適切そして安定

的な人員確保につながるものと期待される。あ

とは資金の確保につきる。 

 

日本人による歯科治療日本人による歯科治療日本人による歯科治療日本人による歯科治療    

今回の目玉は、日本歯科医師の参加であった。

ただし NY 方式と日本式では抜歯の仕方一つを

とっても考えかたが違う。レントゲンを診ない

で抜歯をするということをしない日本式が、し

かも日本人とは歯の構造からして違う（そうと

う根が長いらしい）ケニア人にどのように対処

できるか。それに果敢に挑んでくれたのが、佐

藤先生であった。北海道歯科 HIV の会合の時に

北大歯学部の北川教授に派遣の依頼をして、実

現したのだ。その時救いの手を差し伸べてくれ

たのが、アールエフ社の

ポータブル歯科用レント

ゲン照射機だった。この

機器のおかげで、抜歯前

の確認が可能となり、抜

歯の判定に威力を発揮し

た。しかし、従来の痛い

歯は抜くという長年の風

習に慣れてしまった地域

住民は絶えず抜歯を求め

てくる。これには佐藤先

生も苦労したであろうし、処置器具も十分でな

かったことが一層ストレスになったことは間違

いない。日本人初の彼の経験が次の世代に伝達

され、さらに改良され充足されていくことを期

待するし、もう一回来てみたいという彼のリベ

ンジ精神を大切にしたいと思う。 

 

 

 

 

－６－ 



邦人たちの横の連携邦人たちの横の連携邦人たちの横の連携邦人たちの横の連携    

キャンプ中に多くの邦人が訪れた。エンブで医

療施設、学校を経営している塩尻さん、チカで

不幸な境遇の子供たちを育てているモヨホーム

の松下さん、日本大使館の人々、滋賀医大の木

藤先生などなど。 

稲田プロジェクトの知名度が上がったこともあ

るだろうが、同じ場所で活躍する邦人たちの横

の連携がいかに大切であるかを物語っている。

これらの事業は一人では出来ない。多くの知恵

と経験を共有することも大切で、これらの横の

繋がりはそれをさらに進めてくれるだろう。事

実今回は、エンブに滞在している看護師さん二

人がキャンプ期間中ずっと働いてくれた。また、

モヨホームを慰問することで子供たちの心と触

れ合うことが出来た。五十嵐真希さんの存在の

大きさは言うに及ばずだが、忙しい任務の合間

をぬっていつも関わってくれるのは感謝としか

言いようがない。ケニアと日本の医療を熟知し

ている人の存在は極めて大きい。稲田先生の心

の安定のためにも。 

キャンプの流れキャンプの流れキャンプの流れキャンプの流れ    

一般外来初日は、通訳やエスコート役のスタッ

フが朝からそろわず、しかも受付の要領が悪く

まさにポレポレの発進だったが、次の日からス

ムーズだった。これは人種的な問題なのかもし

れないが、絶えず刺激していくことが必要なの

だろうか。稲田先生の苦労がしのばれる。まあ

そんなもんだと考えることもお互いの理解に必

要なのかもしれない。日本のしきたりを強硬に

要求することはそぐわないこともある。 

各ブースの運営はとてもスムーズであり、さす

が専門家集団だと思った。特に感染症専門医の

神戸軍団の参加は、私のようななんちゃって感

染臨床医にとって頼りになる存在だったし、海

外活動の多彩な青山薬剤師の存在は、熱帯地域

での薬剤使用に適切な助言を与えてくれた。 

今回は、昨年に比べて医者の人数は少なく、現

地のクリニカルオフィサーもいなかったが、パ

フォーマンスがほとんど変わらなかった（一日

最大患者数 432 人）ことも、専門集団が適切に

対処していた結果だと思われる。 

 

交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞    

これにはただただ閉口するだけだ。初めて訪れ

た 13 年前からだんだんと悪化しているとしか

思えない。運転者のモラルの低さと道路インフ

ラの無計画さ、ランアバウトだけでは処理しき

れない車やバイクの数の驚異的な増加。いろん

な原因があるのだろうが、アパートから診療場

所まで行くのに 1時間以上もかかる（10 年まえ

なら 15 分程度だった！）ストレスは並大抵では

なく、帰りの空港までもひどい渋滞に巻き込ま

れあわてる一幕もあった。まあこれは誰に言っ

ても解決することではないが、そのような事実

があることは知っていてもいいだろう。 

 

私たちを快く派遣してくれた、草野院長はじめ

釧路労災病院の職員のみなさまと家族に感謝い

たします。 
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会会会会    員員員員    募募募募    集集集集    

    

入会申込書をお送りします。ご連絡ください。 
入会申込書はホームページから印刷もできます。 
 

入会金 年会費／1口 入会金 年会費／1口

3,000円 3,000円 1,000円 1,000円

正会員 賛助会員

個人会員

 
 

入会金 年会費／1口 入会金 年会費／1口

10,000円 10,000円 5,000円 5,000円

正会員 賛助会員

団体会員

 

 

寄付寄付寄付寄付だけでもおだけでもおだけでもおだけでもお受受受受けいたしますけいたしますけいたしますけいたします    

 
郵便振替(振込用紙をお送りします。ご利用くださ

い。) 

銀行振込みは 

銀行名  三菱東京 UFJ 銀行八王子支店 

口座番号 普通口座 0245769 

口座名  特定非営利活動法人イルファー 

ＮＰＯ法人イルファーとはＮＰＯ法人イルファーとはＮＰＯ法人イルファーとはＮＰＯ法人イルファーとは    

    

1993 年、ニューヨークで M.・ラング、稲田頼太郎が

中心となりイルファーイルファーイルファーイルファーを設立しました。2011 年、活動

の拠点を日本に移しＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーを設立、米

国でのイルファーの活動を継承・発展していくことに

なりました。 

ＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーは、イルファーが 2000 年より

実施しているケニア・ナイロビでの無償医療キャンプ、

ＨＩＶの調査も引継ぎました。 

2010年3月からは稲田がケニアに在住して日々のＨＩ

Ｖ／ＡＩＤＳ患者のサポートや現地医療施設へ真のエ

イズ医療の在り方を浸透させるなどの活動のほか、子

供たちの教育支援や給食支援もしています。日本では

ケニアの活動のサポートやＨＩＶ／ＡＩＤＳ啓蒙のた

めのコンサート、チャリティーバザー、講演会などを

行っています。 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

特定非営利活動法人イルファー特定非営利活動法人イルファー特定非営利活動法人イルファー特定非営利活動法人イルファー        発行人発行人発行人発行人    山下山下山下山下    潔潔潔潔    

〒〒〒〒192192192192----0023002300230023    東京都八王子市久保山町東京都八王子市久保山町東京都八王子市久保山町東京都八王子市久保山町 1111 丁目丁目丁目丁目 9999 番地番地番地番地 18181818        

TELTELTELTEL：：：：    042042042042----691691691691----9755 9755 9755 9755     

    

Home Page : http://inadaetal.wordpress.com/     E-Mail: ilfar-jimukyoku@asahi.email.ne.jp 
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活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    （（（（2013201320132013 年年年年 7777 月月月月からからからから 12121212 月月月月））））    

 

7 月 28 日 第 6回イルファーを知って貰う会＆チャリティコンサート(於:ベリエスタジオ) 

9 月 14 日～22 日 第 22 回無料診療キャンプ 

10 月 22 日 日本中近東アフリカ婦人会チャリティバザー参加(於:ロイヤルパークホテル) 

10 月    第 22回キャンプ報告発行 

11 月 17 日 稲田副理事長・京都で講演 

(一般社団法人京都府臨床検査技師会主催 於:京都リサーチパーク) 

12 月 1 日  稲田副理事長講演会＆ミニコンサート(於:ベリエスタジオ) 

 
無料診療キャンプ 

 

 

ミニコンサート 

稲田副理事長のお話 


