謹んで新春の
およろこびを
申し上げます
理事長

大友

昌

も是非﹁形﹂のあるものに

から検討している事業計画

いきたいと思います︒昨年

さわしい運動を作り上げて

周年を合言葉に︑それにふ

私達は︑昨年スタートした

ています︒こうした中で

くる大変厳しい情勢になっ

の後退の施策がうちだれて

値上げなど次々と社会保障

医療の改悪︑介護保険料の

副理事長

理 事 長

青木

大友

幹子︵磯崎︶

昌︵北部︶

本年もよろしく
お願いします

謹賀新年

すすめたいと思います︒

また︑私達の運動のスロ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

品川

佐藤

佐藤

佐田

桜井

大類

安部

山本

名雪

檀崎

桜井

楳林

静子︵職員︶

聖治︵磯崎︶

良治︵職員︶

清子︵石巻︶

紀元︵高城︶

昌一︵北部︶

幸雄︵大郷︶

悦子︵鳴瀬︶

幸子︵鳴瀬︶

英三︵高城︶

祐夫︵職員︶

昭︵二小︶

毅︵石巻︶

常任理事

〃

高橋

康則︵職員︶

〃
山﨑 武彦︵職員︶
新しい﹁医療福祉生協連﹂
の 設 立 の 意 義 を 深 く 理 解 し ︑ 専務理事 青井 克夫︵職員︶

〃

高橋

敬子︵海岸︶

ーガンでもある︑高齢者に

〃

中川

幸枝︵磯崎︶

新年あけまして

実現したいと考えています︒ あると思っています︒私達

〃

永沼

実践していくことが今の情

私達をとりまく情勢は︑期

〃

手代木せつ子︵鳴瀬︶

事

事

〃

千代︵海岸︶

理

〃

長峰

榮子︵

やさしい町づくりも︑支部

健康まつり︑生協強化月間

待されて実現した菅内閣は︑ さず︑一層の充実を目指し

城県内で医療福祉生協の大

〃

村上和久子︵海岸︶

本館

定子︵大郷︶

おめでとうございます

と組合員の元気を生み出す

て︑いのちと健康を守るた

スタート時は組合員二百

き な 飛 躍 を し て い る 未 来 図﹂

〃

山崎

功︵高城︶

監

〃

鹿島台︶

〃

蒲生

英夫︵二小︶

勢を切り開く最大の保障で

活動に大きな力を発揮して

国民の期待を裏切り大きく

めに︑組合員と一緒になっ

九十人︑出資金四十三万円

です︒子供の時のように

〃

佐藤

昨年は︑組合員交流集会︑ を中心に地域の中で運動を

いただき多くの成果を収め

支持率を下げ︑内閣を維持

て全力で奮闘することを心

したいと思います︒

は︑社会保障の後退をゆる

ることができました︒

することすら危ぶまれる状

今年は当生協にとって創

からお願いし年頭の挨拶に

私達にとっては︑高齢者

況になっています︒

立四十周年という節目の年
を迎えます．私達は︑四十

新年のご挨拶

でしたが︑現在は組合員六

﹁大きくなったら何になり

介護事業分野を強化し︑宮

千四百人︑出資金一億六千

たい？﹂を︑年を重ねても

した︒

万円に達しています︒地域

夢を持ち︑実現に向って努

青井 克夫

最悪な政治情勢と生活の

での役割と︑医療・介護事
専務理事

厳しさは続きますが︑医療

力していく自分であり続け

四十周年記念事業計画は

福祉生協の﹁出会い・ふれ

業で大きな存在になってい
二○一一年は︑松島医療

ありませんが︑﹁三十周年

あい・支え合い﹂をモット

あけまして

生協の創立四十周年の節目

からの厳しかった十年間の

ーに︑組合員の皆様とスク

会場：松島中央公民館

たいと思っています︒

一 九 七 ○ 年 十 二 月 九 日 ︑ 歩み﹂のまとめと︑診療所

の年にあたります︒

のリニューアルと﹁高齢者

ラムを組み︑﹁初夢﹂実現

日時：2011年
3月27日（日）
午前10時〜午後2時

ると自負しています︒

ホテルニューパレスの一室

の住宅﹂建設の検討にチャ

『組合員交流集会』

おめでとうございます︒

で松島海岸診療所︵内科診

に向けて取り組む決意です︒

私の初夢は︑﹁五十周年

レンジします︒
の一九七一年五月二十一日

は︑松島を拠点にしながら

療週二日︶が誕生し︑翌年
に松島医療生協が創立しま

2011年（第21回）

3）喫煙をしない。

4）過度の飲酒をしない。

第147号 １月１日発行

7）間食せず、朝食をとる規則正しい食生活をする。

8）一日1回以上よごれを落としきる歯みがきをする。

〒981-0213 松島町松島字普賢堂2-11 ■発行／生協だより編集委員会 ■印刷／松島㈲福田印刷
TEL.０２２‑３５３‑２６９６ ■ホームページ http://www.mmcoop.or.jp/

2）過労を避け、充分な休養をとる。

医療生協だより

5）適度な運動を定期的につづける。

6）低塩分、低脂肪のバランスのよい食事をとる。

■松島医療生活協同組合 組合員 6,389名（2010年11月30日現在）

1）適正な睡眠時間（７〜８時間）をとる。

まつしま

『８つの生活習慣を』

卯

松島医療生協

み立てをして下さる組合員
配布率はほぼ百パーセント

同数で︑医療生協だよりの

数は四十九︑配布協力者も

インフルエンザについて
さんが増え︑そして組合員
達成しています︒

毎月定期的に出資金の積

教えていただきました︒
増やしに職員の皆さんと共

んや看護師さんから薬や

特に天野さん宅の班会で
に行動して下さる運営委員
先ず︑健康まつり参加協力

手樽
支部

担当職員 佐藤

良治

松島巡りの案が浮かび︑十

一月下旬に実施しました︒

参加者は二十一名︑車三

橋前の﹁カフェ・ベイラン

は︑いつも診療所の行事に

﹁元気で長生き﹂その秘訣
まれて楽しい！﹂と言っ

煙もできるから気楽に集

ないから︑又︑此処は喫

けないし︑お茶のみもし

現地に向かう途中宮床ダム

加者は二十四名でした︒

同じ滝の原温泉で行い︑参

しての移動班会は︑昨年と

支部レクリエーションと

の弁当が大好評でした︒

動を行い︑微増ではありま

成し︑非組合員への訪問活

又︑組合員世帯地図を作

現させました︒

組合員全世帯への配布を実

選任に取り組み︑手樽支部

編成を行い︑配布協力者の

医療生協だより配布の組織

班会を行っています︒

事を目的に︑年二回の移動

組合員どうしの親睦を図る

二小支部では︑支部内の

腹一杯・目いっぱいの有意

めて見た﹂という人が多く

にいながら初めて来た・初

めながらお茶を頂き﹁地元

史にふれた後︑松島湾を眺

賞︑観瀾亭では伊達家の歴

通院の素敵な庭と紅葉を観

の豪華な食事︑その後︑円

ド﹂で松島産の牡蠣づくし

参加させていただき︑頭の
ていました︒

の景観を眺め︑南川ダム湖

すが組合員増やしにも取り

この間の取り組みとして︑

たしました︒

台に乗り合わせ︑富山・扇

は︑男性の方が多く参加
さんも増えてきて運営委員

券を過去最高の数を販売し︑

三小支部から手樽支部に

されお茶を飲みながら
会としても﹁大変有難く・

また︑模擬店では︑栗ご飯

谷の紅葉観賞︑お昼は福浦

色々な昔話をして盛り上
心強く﹂思っております︒

支部全体としての活動は︑ 名称変更して二年が経過い

がりました︒

体操・心の体操・楽しい思
その他診療所の業務内容

畔の花野果市場で新鮮な野

組んできました︒
滝の原温泉では︑強化月

たのですが︑最近は運転し

とで行き先の制限がなかっ

借りての移動班会というこ

今準備を進めており︑医療

支部総会を開催する予定で

今年の春には︑初めての

﹁男は他所にあまり出か

い出・悩みの語り合いを医
についての話も聞き色々

菜を買い込みました︒
これらは︑毎月運営委員

間の話と︑スライドを使用

てくれる方の手配がつかず︑ 生協二小支部として︑今年

組合員 K・M

療生協関係の人々と行なっ
な事をしているのだと驚

会を確実に開いて来たこと

しての認知症についての勉

義な移動班会となりました︒

ていろいろなことを教えて
きました︒

に良かったと思っています︒

や︑お茶飲み班会で皆で親

た行事に参加した様子を記

段々に実って来たものだと

し み 合 っ て 来 た こ と が ︑ 強を行いました︒

が限定されるようになって

バスの送迎付の所と行き先

を頑張っていきたいと思っ

も皆さんと一緒に生協運動

昨年の春には宮床の滝の

します︒

又︑移動班会として一泊

原温泉で親睦を図ってきま

ています︒

スライドで歩き方の学習

旅行︑日帰り旅行︑生協だ

したが﹁さて秋はどこにし

今年は︑組合員参加によ

島探訪﹂の企画が持ち上が

が多いという話があり﹁松

ね成功させてきました︒

北部支部長 桜井

新年にあたって

支部

をし︑準備体操の後︑海

よりの仕分け作業や︑手芸

北部

岸地区の紅葉を観賞しな

りでは︑職員を中心とした︑ したところ︑意外に自分た

昨年は健康まつりや一泊
ここで特筆されることは

る協同運営を目標として企

りました︒

昌一

教室等︑本部主催の行事に

ちの住んでいる松島町の名

参加者からこのような機会

画︑活動を展開していきた

ャルでお馴染みの観覧亭と

富山観音︑テレビコマーシ

たらしくリニューアルした

谷﹂そして﹁円通院﹂︑あ

れるのが紅葉の名所﹁扇

秋といえば︑まず考えら

思います︒

を生き生きとすることだと

を出し合うことが支部活動

て対話し︑いろいろな意見

やはり︑皆さんと集まっ

っていきたいと思います︒

催し︑元気に支部活動を行

今年も一月に新年会を開
︽継続は力なり︾は正しい

に出資金増資したらとの意

よう﹂と運営委員会で相談

がら歩いて楽しいひとと

参加する組合員も増えて来

お茶とコーヒー販売の模擬

います︒

二○一○年度の健康まつ

きでした︒

た事で︑活動が協力的に盛

思います︒

支部

旅行など︑年間の行事を概

◎移動班会

所旧跡を見たことがない人

佐田 紀元

ですね︒

支部

いと思います︒

二小

あらためて知った
松島の良さ

二小支部長 佐藤

広

見が出されました︒賛同し
てその場で増資してくれた
その後︑食事・入浴・カ

支部

磯崎支部の組合員数は十

ラオケを楽しみ大変有意義

磯崎

ているとも思います︒

店を出店しました︒

健康まつりのご苦労様会
移動班会では色々なお話

強化月間中に︑組合員を

を兼ねて滝の原温泉での
合いをし︑美味しい食事

新しく増やす運動︑出資金
を増やして貰う運動に取り
それらに協力して下さる

一月末現在で六百六十二名

な活動でした︒

方がおりました︒
組合員さんが段々増えて来

で五百五十三世帯です︒班

品川 聖治

中川さん宅と水主町の天

て喜んでいます︒

組んで来ました︒

野さん宅では︑薬剤師さ

◎その他の班会等

されてきました︒

たり浸かり心も体も和ま

をいただき︑温泉にゆっ

高まって来た支部活動

り上がって来た理由になっ

◎ウオーキング︵歩く︶会

高城

昨秋︑海岸支部で行われ

今まではマイクロバスを

頂き︑組合員になって本当

支部

組合員の
の
の
活動紹介

海岸

（2）
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支部の新しい取り組みの

りと身体を休めることが出

題になっている高齢者の問
をもらった夕食の席でした︒ す︒

歌や踊りが飛び出し︑元気

夕食時には子どもたちの
した活動を大事にしていま

﹁健康チェック﹂を中心に

医療生協にしていくために

たいと思います︒

える医療生協を作っていき

く﹂持ちながら石巻にも見

﹁願いは強く︑夢は大き

ます︒

題で︑お年寄りの見回りや
今︑定例化しているのは

そこで︑とにかく見える

高齢者の食事会を兼ねた集
その後お部屋で来年の健康
﹁コープのお家﹂の健康チ

来ました︒

まりを計画していきたいと
まつり︑班会の事など沢山
ェックと老人会とタイアッ

課題としては︑今︑特に問

思います︒
の意見が出︑又︑一人ひと

毎月必ず参加する人の数が

プしている﹁砂押健康チェ

二日目は︑晩秋の景色を
増え︑﹁体脂肪の数値が先

りの思いや性格にもふれあ

見ながら山沿いを走り︑川
月より下がった﹂とか﹁今

ック﹂です︒﹁コープのお

崎特産センターで休憩をと
日は血圧が高いのは急いで

手代木 せつ子

﹁鳴瀬支部の
この一年﹂

支部

い︑気がつくと十一時を回

り︑野菜や花などを買い帰

来たからかなあ﹂と話題は
つきません︒組合員である

路につきました︒
今年一年の活動をふりか

える良い機会になりました︒ 元看護師さんや保健士さん
が測定をしながら健康相談
に乗ってくれるなど︑充実
した健康チェックになって
います︒

鳴瀬

家﹂での健康チェックでは

支部

っていました︒

大郷

ても速く感じられます︒そ

師走に入り時の流れがと
毎月活動している老人会に

こで︑四月からの班会を振

砂押での健康チェックは︑

四年ぶりに泊まりの移動

参加して健康チェックした

山崎 定子

支部会を実施することが出

り返ってみました︒

ますので︑楽しみにしてい
て下さい︒

本年もよろしくお願いし
ます︒

組織委員会

千葉 冨二子

干支﹁宝うさぎ﹂
を作って

海岸支部

十一月三十日︵火︶組織

委員会主催の海岸地区﹁宝

うさぎ﹂を作る手芸教室が

垣ノ内集会所において十五

一足お先に
新年の準備

青木 幹子

名の参加で開かれました︒

教育委員会

第一回学習講座

﹁歌で綴る
日本の歴史﹂

佐田 紀元

去る十一月二十五日に︑

先生はベテラン奥村さん︑ 松島医療生協主催の第一回

組織委員会では︑大変好

評な干支作りの手芸教室を

そして武田さん・青木さん︑ 学習講座が︑中央公民館で

の名雪英三氏による﹁歌で

松島医療生協・常任理事

開かれました︒

準備・開催してきました︒

今年で五回目ですが︑新

やかに頑張りました︒

例 年 受 講 希 望 者 が 多 く ︑ 教えたり教えられたりと賑

今年も海岸・磯崎・高城の

三ヶ所で行いました︒

の講座は︑歌あり︑政治経

し い 方 四 名 の 参 加 も あ り ︑ 綴る日本の歴史﹂と題して

助けたり助けられたりと時

どの会場も盛会で︑参加

された方に喜ばれました︒

済の歴史解説ありで︑大変
七月二十四日︑配布協力

で歌う場面もあり︑﹁歌は

間までに全員作品を完成さ
員が組合に入ってくれまし

その後︑お茶を飲みなが

世につれ︑世は歌につれ﹂

これからも取り組んでい

今年こそは泊まりの班会

者の集い︵赤井地区在住の

らのおしゃべり会では﹁初

の意味がとても良く解るお

勉強になりました︒歌を皆
た︒この前は大雨の中︑早

本田さん夫妻の﹁ギターと

めての参加だけど楽しかっ
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