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２月

日︵日︶松島町

﹁パレス松洲﹂を会場に︑
組合員活動交流集会が行
われ１２８名が集いまし
た︒
﹃社会保障改悪の問題
点と戦争法廃止につい
て﹄の講演 ︵講師 宮
城民医連理事・福岡真哉
氏︶と︑活動報告①一年
間の組合員活動の取り組

の事業報告︵医科事務
長・高橋啓介︶︑③石巻
健康センターの活動報告
︵石巻担当理事・楳林由
美子︶と︑医療生協四課
題の表彰がありました︒
午後は︑お楽しみ演芸会
でにぎやかに交流し︑最
後は海岸支部のリードで︑
赤いバトンを持ち甲子園
行進曲﹁栄冠は君に輝
く﹂に合わせての踊りが
会場を盛り上げてくれま
した︒

講 演 内 容
宮城民医連理事

２０００ 万署名

参議院議員選挙の一人
区では︑野党側は統一候
補を立てて議席の確保を
めざしています︒この署
名を全国で集め５月に衆
参両議院の議長と安倍首
相に提出します︒選挙で
法案を廃止する政権にす
ることが︑日本の平和を
守ることにつながります︒
そのために︑身近な人に
戦争法反対を訴え︑一人
でも多く署名を集めるこ
とが大切です︒松島医療
生協は︑４５００筆を目
標にして４月７日現在で
３０２５筆に達していま
す︒かつて松島医療生協
の医師だった平上博資先
生は︑現在 歳で︑今な
お︑福島の柳津で診療所
の医師を続けています︒
それが︑休みの日に一人
で署名を集め︑すでに１
０００筆以上を集めたこ
とが新聞に紹介されてい
ました︒私たちも毎週水
曜日に午後２時からみん
なで地域署名を行ってき
ました︒ここで一人ひと
りがもう一度︑身近な人
から署名を集めることが
２０００万署名を実現し︑
戦争法を廃止する政府を
つくる土台になるのだと
思います︒
︵２頁につづく︶

取り組み報告

福岡 真哉氏
この間︑
２０００万署名に向けて
安保関連
戦争法廃止２０００万署名
法︑社会
松島実行委員会事務局長
保障制度
名雪 英三
改革推進
﹁安 倍 首 相 お か し い ん
法︑消費税増税も憲法違
でないの﹂
﹁平気で嘘つい
反で進められ︑暮らしの
て﹂
﹁放射能は完全にブロ
問題あらゆる分野の課題
ックされているとか﹂
﹁平
に対し︑国民は自主的
和安全法だなんて言って
に・自発的に反対・廃
中 身 は 戦 争 法 だ っ ち ゃ﹂
止・撤回の運動を幅広
﹁うちでは︑父親が戦争に
く・持続させてきました︒
行って戦死したのっし
特に戦争法︵安保関連
ゃ！ん だ が ら ず い ぶ ん
法︶などシールズなど若
苦労したのっしゃ！戦争
者も参加し市民運動の広
だ け は だ め だ﹂⁝ ︒署 名
がりがみえた年でした︒
を集め︑対話すると次々
医療福祉にかかわるも
と安倍首相への不信の声
のとして第二次世界大戦
が上がります︒
の経験を忘れ︑武力行使
﹁平和安全保障関連諸
を容認しようとするよう
法﹂という名の﹁戦争
なこの戦争法は許せない︒
法﹂が昨年９月︑国会で
集団的自衛権を認めてい
怒号の中︑成立しました︒
る他に︑盗聴法や共謀罪︑
それが３月 日に施行さ
武力攻撃事態法など有事
れました︒このままでは
には基本的人権の制限︑
日本が戦争する国になり
公共機関では電気や鉄
ます︒戦争法を廃止し立
道・運輸︑放送局など制
憲主義を回復しようとす
約など一般国民にも影響
るものです︒なぜ２００
大です︒今でも軍事費が
０万署名かというと選挙
増え社会保障費が削られ
で戦争
ています︒７月の参議院
法推進
選挙では︑戦争法廃止の
派の得
勢力が多数を占めるよう
票数を
に﹁２０００万署名﹂を
超える
今全国で集めています︒
のに必
廃止に向けともに頑張り
要な数
ましょうと訴えました︒
です︒
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み︵組織委員長・青木幹

回

＋4名増
担い手ふやし（名）

154
200
班会・集いの開催（回）

15,500 16,411
出資金ふやし（千円）

270
310
組合員ふやし（名）

実 績
目 標

子︶︑②診療所︵医科︶

第

4課題年間目標

❶ぐっすり快眠
❷しっかりと自分休み
❸きっぱり禁煙
❹ほどほど飲酒
❺いきいき快汗
❻バランスよく快食
❼きちんと3食
❽1日1回はしっかり歯みがき
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8つの生活習慣

医療生協だより
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医療福祉生協の生活習慣
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楳林由美子

石巻﹁町かど 健康
センタ ー﹂だより

〜被災地からのレポート〜

石巻支部

東日本大震災3.11から5年目の春

小野 潤一

☆鷹来の森運動公園仮設住宅から

◆「お茶会」での健康チェック「記録カード」を病院に持っ
て行き、血圧の薬変更や自分の体調管理に役立てて
います。この頃は、仮設をでた家族も「お茶会」に来て、
子ども達が遊んでいるのを見ながら、体操をしたりお
喋りしています。

Mさん（75才)

﹁たまり場が欲しい﹂
という地域の人たちの要
求で︑﹁町かど健康セン
ター﹂が設置されてから
もう1年が経とうとして
います︒
たまり場に来て下さる
方は︑1ヶ月延べで約
200名です︒おしゃべ
りをして︑折紙など手を
動かして︑歌を歌って︑
頭を使うゲーム︑脳生き
生き体操をしたりしてい
ます︒今は絵手紙教室︑
手芸教室︑カラオケ大会︑ え ま し た ︒ こ の 頃 で は
医学生が
クリスマス会︑雛まつり
﹁200０万署名﹂を訴
被災地の今を体感！
と行事も増えてきました︒ えていますが︑持って帰
生協事務局 高橋 康則
歩くのがやっとという人
って広げてくれています︒
3月 日︵金︶﹁全国医
が元気に参加してくれる
今
︑
高
齢
化
時
代
に
入
り
︑
学生春つどい﹂のフィー
ようになりました︒﹁一
介 護 保 険 料 を 納 めている
ルドワークの１クループ
人でいても何もすること
のに利用できなくなってい
名が医療生協を訪問し
がなかったので
ます︒私たちは誰でも健康
ています︒まつしまの郷
この場所が出来
で元 気に過 ご せ る 社 会 を
2階にて震災当時とその
て嬉しい﹂とい
目指して︑運動をしなが
後の支援活動の話の他︑
う声も寄せられ
ら地域に根ざした たま
当時実際に野蒜地区で被
り場 を今後も大事にし
ています︒その
ていきたいと思います︒
災した阿部ふき子さんと
中で組合員も増
門馬和枝さんに当時の様
子や仮設での生活︑今の
問題などお話し頂き︑そ
の後野蒜地区の視察をし
ています︒参加者からは
﹁今回被災地に初めて来
ました︒想像を絶する体
験に︑自分もその場にい
たらと考えただけで涙が

☆グリーンタウンやもと
仮設住宅から

◆2011年１０月から「ふれあ
風 船 福 笑い
い喫茶」を続けて、３月7日
（月）が１００回目でした。震災で自宅も仕事も失い、
大勢の人が亡くなり、悔しく悲しいことだらけでした
が、この仮設で全国の支援者さん達と知り合い、大き
な きずな(絆) が出来ました。 今野みい子さん(67才)

出ました﹂と感想があり︑
被災者が抱えている問題
は誰の身にも起こりうる
問題なのだと知ることが
出来たのではないでしょ
うか︒

▲旧野蒜小学校前にて

◆仮設は狭く運動不足で今は歩くのが大変です。週二回
のディサービスに行くのと、生協さんの「お茶会」が楽
しみです。季節の小物を作って、ボランティアさんと一
緒に笑って・唄って・遊んでいます。
Kさん（80才)

“

が受けられない姿など
もテレビで映し出され
ています︒
日本は︑あの大戦の
教訓から日本国憲法に
第９条を掲げ戦争をし
ない国になって 年〝
戦争で殺し殺されるこ
となく安全に過ごし未来
を描く〟事ができる国で
す︒
平和でなくなるような
安保法制は絶対許すこと
ができません︑廃止すべ
きです︒今回２０００万
署名松島実行委員会に参
加し︑署名で家庭訪問や
Ａ＆ＣＯＯＰ前で署名行
動をおこない多くの方々
に訴えています︒一人で
も多くの人に﹁戦争法廃
止を求める２０００万名
署名﹂
を最後
まで訴
えてい
きたい
と思い
ます︒

「ふれあい喫茶」参加者の“声”
を紹介します。
”

︵１頁のつづき︶
てはいけません︒各国々
安保法制廃止署名に
が話し合うという事こそ
思うこと
第一にしなければ平和は
高城 石 垣 真 理 子
守れないことをみんなで
毎週水曜日の昼下がり
考え行動しましょう︒
に︑私たちの署名活動が
始まります︒毎回参加す
るメンバーは６名から８
名です︒３月 日の水曜
日は倍の 名が集まり︑
向陽台地区を中心に回り
ました︒署名をお願いし
ながら安保法制の憲法違
反と危険性を訴えていま
す︒また自衛隊員や一般
市民も命が脅かされてい
る法律であり︑この法制
を廃止にしようと訴えて
います︒
お話をしていると﹁中
国や北朝鮮が攻撃をした
らどうするの？﹂とよく
聞かれます︒﹁それは今
憲法９条が生きる
の法律と外交交渉で対処
平和の持続を願う
出来る﹂と説明していま
磯崎 萩 原 純 子
す︒現実にはひとたび戦
争になれば世界に存在す
る核の恐怖があり︑私た
ちの考えが及ばない被害
を受けてしまう事を忘れ
原稿を書いている今日
︵３月 日︶から安保法
制が実行出来ることにな
りました︒
身震いする思いです︒
私は戦後生まれで︑実際
の戦争はわかりませんが︑
現在でも世界中のどこか
で戦争がおこなわれてい
ます︒そこでは子供・女
性・一般の人々が逃げま
どい︑また︑自分の住む
国で生活できず難民にな
っている人々がいます︒
子供たちがキチンと教育

東松島市の仮設住宅集会所

▲今年も碑の前で黙祷と集会を行いました。

▲ 絵手紙教室参加者の皆さん。
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たがメンバー総数は 名
となりました︒今後も運
営を工夫していきます︒

千葉冨士子

26

他にも︑塩
まつしまの郷だより
釜を拠点
おたっしゃデイ 阿 部 し の ぶ
として
おたっしゃデイでは新
活動さ
年早々︑瑞巌寺の修行僧
れてい
の皆さんに餅つきをして
る新進
頂 き ま し た ︒ 自 宅 で は ︑ 会の皆さ
あまりみられなくなった
んの新春公
杵と臼で︑利用者様︑ス
演も行われ︑大きな拍手
タッフも一緒に餅つき体
と 歓 声があがり盛り上が
験に参加し︑あんことき
りました︒
な粉でつきたてのお餅を
ひな まつりには︑さつき
美味しくいただきました︒ 会 の方 々による日 本 舞 踊 ︑
紙芝居を鑑賞し楽しい時
間を過ごしています︒４
月からもボランティアさ
んの協力をいただきなが
ら︑うみの杜水族館へ出

たすけあいの会

「雛まつりお茶会」

に参加して
佐藤 義郎

掛ける計画が進んでおり
ます︒利用者様の笑顔が
みられ︑安心して過ごせ
るようスタッフ一同がん
ばっていきたいと思いま
す︒

３月４日、高城のコミュニティセンターで「雛ま
つりお茶会」が開催されました。１７名の参加者
で楽しいひと時でした。折紙による沢山の雛人
形や折鶴がテーブルに並び、雰囲気ある会場で、
お茶やお菓子を頂き、久しぶりに談笑してきまし
た。若い頃や幼き頃の歌、そして今唄われている
新しい歌を教わりながら大きな声で歌いました。
また年寄りを惑わす運動も待っていました。それ
は左手で右耳、右手で鼻を持ち、素早く交互に掴
むのですが、体は戸惑っている間に進んでしまい、
思うように行かず久々に全身を使い、楽しく、過
ごすことができました。
日頃「生きるって心を弾ませることなんだよ」
等と自分に言い聞かせていながら、体や頭の動
きにはいやになる程悩まされていますが、春が来
ればどことなく心が弾みます。「お雛さま」の曲
が流れてくると妻も、日頃鈍い動きの体を立ち上
げ子供の頃身についた日本舞踊を思い出し、動
作を身ぶり手ぶりでしはじめ、この動が彼女の格
好のリハビリにもなりました。平らな会場の床に
も安心したのか
妻は踊りだして
しま い ました 。
皆さんの温かい
ほほ笑みが、私
達の力になりま
した。

海岸支部の

27

﹁ひな祭り﹂班会

海岸支部

２ 月 日︵ 金 ︶︑ 日
︵土︶と海岸の松本さん宅
で﹁ひな祭りお茶会﹂を
しました︒名古屋みなと
医療生協から﹁絵手紙・
はがき﹂のプレゼントが
ありました︒支部では
﹃みんなで楽しく無理な
く集まれる﹄を目標に班
会・集いを開いています︒
26

品川 聖治

21

19

我が支部の班会

17

磯崎支部

１月 日︵火︶に白萩避
難所にて開催︒前日に大
雪が降り中止にしようか
と迷いましたが開催した
ところ 名の参加者があ
りました︒４グループに
分かれてトランプの﹁神
経衰弱﹂や﹁ババ抜き﹂
で昔にかえって﹁和気あ
いあい﹂と楽しく過ごし
ました︒新年初というこ
ともあり︑昼には美味し
いお雑煮を頂きました︒

３月 日︵火︶白萩避難
所で︑この日は体操︵ラ
ジオ体操︑ストレッチ︶︑
マット運動︑輪投げ︵北
部支部より遊具借用︶脳
活性化しりとり︵輪にな
り前の人の肩に手をかけ
て歩きながら︶と１年間
の振り返りをしました︒
今回の参加者は 名でし
29
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高橋 静子

日本医療福祉生協連では「８つの生活習慣と２つの健
康指標」を提唱しています。現在の疾病は、食事や労働、
ストレスや運動不足など日常生活そのものにかかわってい
るといわれています。病気を予防して、健康維持をしてい
くためにも自覚的な生活習慣を見につけたいものですね。
塩分６ｇ／日 未満を目標に、家族ぐるみで取り組みましょう。最初に塩分の多
い食品を避けることからはじめ、徐々に減塩してみましょう。
注意のポイントとして、

・減塩醤油などの減塩食品を活用する
・漬物や味噌汁または塩分の多い汁物は避ける
・練り物、缶詰、ハムやソーセージなどの加工
食品は避ける
以上のほか、表を参考にしてみては如何でしょうか？

松島医療生協 第52回総代会
と

き： 6月18日㈯

ところ： パレス松洲

13：00〜

総代会に向け150名の総代選挙を行います。

図は、資料「食品の塩分が一目でわかる塩分早わかり」女子栄養大学刊参照。

第八回理事会の報告

定例の監査報告
四号議案
欠員の理事補充
五号議案
組合員交流会︵２・ ︶
の準備状況
六号議案
年度まとめと方針案
作り
七号議案
苦情処理のルールを確
認

３月５日︵土︶ 時から
出 席 理 事 名・監 事２名
欠席理事１名･監事１名

第十回理事会の報告

14

一号議案 報告事項の件
・ ２０００万人署名活動
・ラストスパート月間
到達点報告
・松島町長と助け合い
の会が懇談
・３・ は昨年同様︑
追悼と茶話会を開催
予定
二号議案
４月遠藤医師を歯科所
長に任命を確認
三号議案
監査報告
四号議案
理事補充の役員推薦委
員会召集の件
五号議案
年度組合員活動方針
案づくり
六号議案
総 代 会︵ ６ 月 日︵ 土 ︶
パレス松洲︶
に向けて

★歯 科

４月より歯科所長と
なりました︒以前は東
北大学病院にて診療や
研修医の指導等を行っ
てきました︒松島海岸
診療所の歯科には今ま
で週に２回ほど診療で
伺っていましたので︑
顔を見たことがある方
もいらっしゃるかと思
います︒また︑山﨑先
生をはじめ松島医療生
協の職員方々と松島界
隈をウォーキングして
おりますので︑気軽に
お声をかけてください︒
今後は職員として頑張
ってまいりますのでよ
ろしくお願いいたしま
す︒

３月に専門学校を卒
業し国家試験も合格︑
はれて歯科衛生士にx
ることができました︒
仕事はもちろん︑行事
にも一生懸命取り組み
頑張りたいと思います︒
どうぞ宜しくお願い致
します︒

年齢はピチピチの
歳︒Ａ型です︒歯科技
工士という仕事柄︑皆
様と顔を合わせる機会
があまりないと思いま
すが︑だからこそ人と
人とのコミュニケーシ
ョンを大切にしていき
たいと感じております︒
まだまだ社会人として
未熟者ではありますが︑
一生懸命努力してまい
りますので皆様のご指
導︑ご鞭撻のほどよろ
しくお願い申し上げま
す︒

★おたっしゃディ

４月から正職採用に
なりました︒私が介護
の職に就いたのは震災
の１か月前でした︒仕
事を始めたばかりで被
災してこの先不安を抱
いていました︒当日は
電話がつながりにくく
話 し て い て も 切 れてし
まう状 態でした︒松 島 海
岸診療所も大変だったの
にもかかわらず ︑何 度 も
連 絡 をとって下 さったの
でデイを続けることがで

きました︒
そして一番は恵まれ
た職場であったことで
す︒考えていた以上に
大変な仕事だった介護
をこうして続けてこら
れたのは沢山の人に支
えられてきたからだと
思っています︒
毎日忙しく過ごして
いく中で覚えることや
学ぶことも少なくあり
ません︒仕事を通し私
が頂いた﹁受けるやさ
しさ﹂を返していけた
らと思っています︒
これからも頑張りま
すので宜しくお願いし
ます︒

★生協事務局

このたび宮城民医連
出向から３年ぶりに帰
任しました︒県連では
医学生の対応で奨学生
確保や研修医の確保を
中心に︑実習や企画の
運営を主に行っていま
し た ︒３年ぶりに松 島に
戻ってみて 色々変 わった
部 分 も あ り 浦 島 太 郎の
よう な 感 じもしますが ︑
職 員・組 合 員さんに変わ
らずに声をかけてもらえ
嬉しい限りです ︒県 連で
の業務では地域に出るこ
とは少 なかったのですが
帰任して心機一転︑
かかわ
りを強め頑 張っていきま
す︒
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１月９日︵土︶ 時から
出 席 理 事 名・監 事２名
欠席理事２名･監事１名

一号議案 報告事項の件
・署名活動の到達確認
・組合員交流集会につ
いて
・利用者・患者さんの
駐車場整備
二号議案
送迎用福祉車両購入
三号議案
生協強化月間のまとめ
と３月までのラストス
パート月間提起
四号議案
年度総代会方針案
五号議案
待合室でのバレンタイ
ン行動と署名
六号議案
五年目﹁３・ ﹂誓い
の碑前の追悼と茶話会
七号議案
組合員からの要望

第九回理事会の報告
２月６日︵土︶ 時から
出 席 理 事 名・監 事１名
欠席理事３名･監事２名

一号議案 報告事項の件
・各支部から新年会
・春の集いの報告
・ 月までの経営報告
二号議案
四月に技工士・介護福
祉士について採用確認
三号議案

☆ご自由なご意見、ご要望をどしどしお寄せ下さい！（編集部）
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大豆油インキで印刷しています
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