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上 伊 那 生 協 病 院
生 協 診 療 所 い い じ ま
老人保健施設はびろの里

−年間550回の班会をめざそう−

2013年4月23日現在
◇組 合 員 数
◇世 帯 数
◇総 出 資 額
◇平均出資額

21,187人
12,698世帯
6億5535万円
30,932円

上伊那医療生活協同組合
〒399-4601

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324

TEL 0265-79-8702

生協介護センター
あおば

ヘルパーステーションあおば
デイサービスセンターあおば

77ー2226
77ー2225

5/13( 月 )19：00 〜 21：00

伊那商工会館

北部 ( 辰野・箕輪・南

5/14( 火 )19：00 〜 21：00

地域交流センター ( 箕

箕輪 ) ブロック

輪町文化センター前 )
5/21( 火 )19：00 〜 21：00

飯島成人大学センター

飯島・中川 ) ブロック
※新規事業の説明を行ないますので、総代以外の組合員の皆さんも是非ご参加下さい。

地域を支える医師・看護師をめざして

組合員の皆様
引続き医師・看護師また介護職の、
どんなささいな情報でもご提供い
ただきますよう、ご協力お願い申
し上げます。

伊那の医療を一緒に支えて
欲しいという期待が語られ
ました︒

地区総代会日程

伊那市ブロック

地域医療をになう〝新緑の若葉〟

日時：2013 年６月 23 日（日）13：00〜17：00
場所：JA 上伊那本所（フラワーパレス）３階

55

79-1027
95-1010

上伊那医療生協では︑上伊那地域医療充実のため︑中・高校生を対象に医療体験︑
医療系の学校受験の模擬面接の実施などに取り組んでいます︒この活動を通じて︑
新しい奨学生も誕生しています︒

72

師後継者が新たに誕生した
ことは大きな前進です︒

職種別では︑医師１名・
薬剤師３名・看護師 名・
リハビリ 名・介護士６名
です︒受け入れ事業所は︑
上伊那生協病院・老健はび
ろの里・デイサービスつむ
ぎ・デイサービスあおばで
す︒特に病院では︑ 名の
学生を受け入れました︒
今回は︑看護師をめざす
現奨学生１名がスタッフと
して参加し︑学校の様子・
受験勉強の仕方など話しま
した︒高校生は︑身近な目
標となる学生の言葉を熱心
に聴いていました︒
18

＝春休みと夏休み 年２回実施＝

※奨学金に関するお問い合わせは
上伊那医療生協（79-1424 ) 担当：田畑・村田まで

70

竜東支所 78ー2278
辰野支所0266-44-3170

ら民医連が取り組む無差別
平等の医療について説明が
あり︑将来地元に戻って上

准看護師

83

医系学生合格を祝う会を開催

19

二人目の医学部奨学生誕生

10

高校生１日職場体験

薬剤師

1. 准看護師の養成機関に入学が決定した方、在学中の方であ
り、将来（准看卒業後 3 年以内）、看護師養成機関に通う意
思のある方
2. 上記の条件で上伊那医療生協への就職を希望の方
支給額 月額 20,000 円を上限とします。

笑顔で握手を交わす清水院長と学生さん

春休み期間では︑１年
生・２年生のみですので︑
例年夏に比べると少なくな
りますが︑今回は︑全体で
名︵夏体験は 名︶と大
盛況でした︒

看護師

1. 薬剤師の養成機関に在学中の方
2. 薬剤師の養成機関に入学が決定した方
3. 上記の条件で上伊那医療生協への就職を希望の方
支給額 月額 50,000 円を上限とします。

信州大学の医学部に合格
した伊那北高校の生徒さん
が︑上伊那医療生協の奨学

師

1. 看護師の養成機関に在学中の方
2. 看護師の養成機関に入学が決定した方
3. 上記の条件で上伊那医療生協への就職を希望の方
支給額 月額 50,000 円コース 月額 100,000 円コース

南部 ( 宮田・駒ヶ根・

79ー1398
79ー0653

３月 日に︑９人の看護
学校合格者と２人の医学部
合格者を迎えて開催しまし
た︒それぞれ奨学生の先輩
も１人ずつ加わって︑チー
ム対抗のゲームや昼食交流
会で親睦を深めました︒参
加した高校生は︑この間︑
上伊那医療生協が企画した
入学試験模擬面接などの企
画に参加して︑つながりを
持つことができた皆さんで
す︒
根本事務長と清水院長か

医

1. 医師の養成機関に在学中の方
2. 医師の養成機関に入学が決定した方
3. 長野県民医連の病院・診療所への就職を希望の方
支給額 1 〜 3 年：50,000 円 /4 〜 6 年：60,000 円（月額）

第 29 回総代会

ヘルパーステーションみどり
デイサービスセンターつむぎ

生になりました︒医学部受
験ノウハウ講座︑模擬面接
などの企画の中でつながり︑
良好な関係を維持して来ま
した︒合格後︑奨学金説明
会に親子で参加し︑民医連
医療や他の奨学金にはない
奨学生への援助体制にも共
感を得られました︒
早速︑入学前体験として
上伊那生協病院付属診療所
の往診体験や松本協立病院
の手術体験などにも参加し
ています︒研修を終えて医
師として一人前になるのは
年ほど先になりますが︑
上伊那医療生協を支える医

看護奨学生の新たなコー
スができました

看護奨学生
今年度に新たに３名決定

看護短大新２年生︑生協
病院でのアルバイトや模擬
面接がきっかけです︒もう
一人は今年看護短大に入学
した新１年生︑やはり模擬
面接や高校生体験などに参
加していました︒もう一人
は高等看護学校の１年生︑
アルバイトなどをきっかけ
に奨学生になることを決意
しました︒
現在は︑一度他の職業に
ついてから︑また結婚して
子供さんができてから看護
学校に入学する方も増えて
います︒そんな状況を考慮
して︑月額 万円の新たな
奨学生コースをつくりまし
た︒内容は以下の通りです︒
詳しくは上伊那生協病院ま
でお問い合わせください︒

上伊那医療生協の奨学生コース

血圧はうまく測れるかな？

生協介護センター
みのわ

訪問看護ステーション はびろ支所 77ー0106
み ど り 79ー1406 いいじま支所 86ー5778
上伊那生協病院付属診療所
生協ケアセンター春近 なないろの家

FAX 0265-79-8796

E-mail：soshiki @kamiina-mcoop.com
http://www.kamiina-mcoop.com/
発行責任者 百瀬
深
（奇数月発行）
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79-8813
86-5778
77-0105

訪問看護ステーション職員募集
在宅で療養されている方の看護を提供
する訪問看護ステーションであなたも働
いてみませんか？
「家が一番！」を支える看護師たちです。
常勤 (7.5 時間 / 日、待機あり )
ト職員同時募集中です。

パー

い

第142号

ろ

り

ば

た

2013年５月（２）

組合員のみなさんのご意見、ご要望をお寄せください。問い合わせ先は 組合員センター 電話 79-8702 FAX79-8796
第1号議案（抜粋）

2012年度事業報告及び決算、監査報告、損失処理案決定の件

2012年度事業報告
2011年度重点課題の到達について
2012年度掲げた目標

2012年度の到達・評価

医療生協をいのちの分野に活かすいのちの大
運動をさらにすすめ、地域で医療生協が見え
る取り組みを前進させる。

3ブロックの会議を軸に、支部の運営体制を強
化し、班会、まちかど健康チェック、健康
ウォーク、3事業の成功をめざす活動などを通
じて、地域に医療生協の活動を広げた。

東日本大震災支援・原発事故被災者への支援
活動を引き続き取り組む。SOSネットワーク
上伊那の活動や消費税増税反対、TPP参加反
対、憲法9条、25条を守る運動、３ウェーブ
（医師、看護師、介護職の増員や待遇改善を
めざす運動）の活動など、平和を守り人権や
いのちを守る活動をさらに発展させる。

松島支部と職員の社保委員会で物資支援と宮城
県女川へ直接支援に取り組んだ。その後も継
続。さよなら原発上伊那の会の活動にも取り組
んだ。ＳＯＳネットワーク上伊那は県の支援金
も活用し、若宮団地の子供会や日伯学園の健診
など取り組んだ。新たに自治体への介護報酬改
定、オスプレイ配備反対、脱原発の3項目で要
望書を提出。3ウェーブの活動、ＴＰＰ反対運
動なども取り組んだ。

なないろの家を軌道にのせる。伊那市、飯島
町での新規事業の準備をすすめ、状況により
着手する。

4月オープンし、利用者の確保や運営に努力し
た。経営面で黒字基調に至らず、次年度の課
題。伊那市公募のグループホーム（狐島）に立
候補。3社競合し2回連続で受託できた。新規
オープンしたなないろの家の実績も評価され
た。飯島町では、町や議会の協力で土地と、建
物の入手が確実になった。

累積赤字の圧縮へ、全事業所が予算達成をめ
ざし、6,900万円の黒字を確保する。

今年度税引き前利益4000万円が確保でき、累
積赤字は1億9000万円に圧縮できた。

ISO9001の今期内の取得をめざし、準備を
すすめる。

2/26、27に第1次審査、4/23、24に本審査を
受審した。

医師確保に医療生協のすべての力を集中して
取り組む。看護師確保にも全力を尽くす。

はびろの里施設長に中川淳医師着任。3月には
２人目の医学部奨学生が誕生した。看護師は入
職、退職ほぼ同数。看護奨学生は新入生2人、
全体で11人。

■各事業所の取り組み
病院ブロック：厳しい医師看
護師体制の中で、予算を上
回る経営実績、常時満床に
近い病床稼働率で運用。
2012年5月に、HPH（＝健
康増進活動拠点病院）国内5
番目の認定を受けた。

第2号議案（抜粋） 2013年度
事業計画及び予算決定の件

2013年度事業計画
2013年度重点課題
1. 憲法９6条改悪、ＴＰＰ参
加、原発再稼働、消費税増
税、米軍普天間基地移設な
どに反対し、命と平和、健
康と人権を守る運動をひろ
げる。
2. 3事業を推進・成功させ
る。
病院：増改築工事の完成、
2014.4〜の運用開始がで
きるように準備。
あおば：新築工事の完成、
2014.3〜の運用開始がで
きるように準備。
いいじま：2014年度改築工
事に取り掛れるように準
備。デイサービスの移転
先行工事も検討する。
3. 今後の事業運営体制を整
備する。
4. 総合サービス調整機能を
整備する。
5. 資金総額１５〜20億円を
確保。そのうち2割は出資金
で集める。今年度２億円の
純増をやりあげる。
6. 医師1人、看護師6人、介
護職15人の最低確保目標を
達成する。
7. ＩＳＯ9001を取得し、定
着を図る。
8. 年度黒字目標を達成す
る。
（1）事業の質を高める
ＩＳＯの取得。質を高め続

いいじまブロック：往診・訪
問診療の回数は増加し、飯
島町の特定健診を実施で
き、件数も増加。予防接種
の協力など、自治体との連
携は医療面でもすすんだ。
はびろブロック： 「在宅復帰
率30％以上」のラインをク
リア。「男性介護者のつど

い」はユニークな取組みと
して注目。10老健のかけ橋
として「上伊那老健協会」
を発足。
在宅箕輪ブロック：新たな分
野での在宅看取りの経験を
し、在宅希望の患者様に対
してはあらゆる方面からの
支援可能。訪問看護は医療

けることを内外に宣言し、今
年度は以下の「質目標」を掲
る。
1. 患者、利用者の職業歴を
把握し、カルテ記載率を高め
る。
2. 秋に行う「医療介護評価
アンケート」で昨年より評価
がアップした結果を得る。
3. 「物語られる医療・介
護」を発信する。
以上の目標は、すべての職
員が個人の年間目標に置き換
えて取り組む。

訪問計画を持ち、支部と職員
で協力して進める。職員は全
職員に積立増資を提起。今後
の事業運営体制を整備する。5
つの拠点に管理委員会を置
き、それぞれの事業を成功さ
せる責任を明確にする。法人
全体のサービス調整機能の確
立。5拠点に総合サービス調整
の窓口を設置。5拠点のサービ
ス調整拠点の連携を取る。住
民がどのサービス調整窓口に
行っても、法人全体のサービ
スについて相談が受けられ、
調整がスムーズに行われるよ
うにする。3ブロックの地域密
着型サービスの事業展開は、
支部の協力体制が必須。自治
体の公募に応募するなど可能
なかぎり事業を広げていく。
西箕輪では宅幼老所を開所す
る。長谷では来年度の宅幼老
所を準備する。辰野では、2〜
3年内の新規事業を準備する。
箕輪町での地域密着型サービ
スの受託を準備する。

（2）新規事業に取り組む
今年度は、3ブロック5拠点
の整備のために、その第一歩
となる3事業に取り組み成功さ
せる。
今総代会を受けて、3事業ごと
に建設委員会を設置する。
【病院増改築工事】は、今総
代会の承認後ただちに業者選
定を行い取掛かる。【あお
ば】の新規事業も、今総代会
後の承認後ただちに業者選定
を行い取掛かる。【いいじ
ま】は、新規事業開設準備室
を設置し、組合員、職員、地
域住民との協議をすすめ、年
度内に構想を取りまとめる。
デイサービスについては、先
行工事を行うことも検討。そ
れぞれの事業を成功させるた
め、各ブロックで支部と事業
所の協力した出資金募集運動
に取り組む。目標は、契約金
額の2割とし、支部目標と事業
所目標でそれを上回るように
調整して設定する。全組合員

（3）各事業所の方針

病院ブロック：医師看護師体
制の確立、「病院総合医研
究会」に取り組み後期研修
医を獲得する。毎年１名以
上の医学部奨学生、看護師
奨学生をつくる。病院増改
築事業を成功させる。
いいじまブロック： コスモ21
での一部事業開始を視野に
いれ、具体化をすすめてい
く。
はびろの里ブロック： 在宅復

機関との連携で安心した在
宅療養に貢献。デイサービ
スは特浴対応を６月から行
い成果が上っている。訪問
介護は居宅との連携強化が
され、大きく経営改善。
在宅伊那ブロック： 4月1日な
ないろの家が、オープン。
東春近支部の応援により、
畑づくり、保育園児や多く
のボランティア団体との交
流など特徴も生かした。第
４回あおばまつりを開催
し、利用者様・ご家族、地
域の皆さんと交流。
法人： 看護師は、常勤80％確
保のため、待遇改善や奨学
金の新たなコース〈10万円
―5年勤務〉を設けた。いろ
りばたで職員募集の特集記
事を組んだ。年度末に常勤
者3名獲得。介護職の確保と
育成は、低学年対策実施。
介護職教育担当者を配置。
■地域訪問と対話を通して地
域に共同の「わ」を広げる課
題
≪４課題(組合員・出資金・担
い手・班会)≫
【組合員加入】は純増で△
368人(目標1,000人)、組合員
数は21,213人(目標22,600
人)。未達の要因は、残高通知
の（7年振り）発送で約700人
の名義変更・脱退、みなし脱
退で603人の名簿整理。9月〜
11月「お元気ですか月間」で
376人加入、1,2月は「バレン
タイン月間」が15箇所(内3箇
所新)で実施。【出資金】は１
億３２１万円(目標7千万円)、
3253万(純増2千万円)。組合債
から約5千万円が出資金へ変
更、名義変更による増資、強
化月間の組合員訪問、新規事

帰強化型施設（在宅復帰率
50％以上）を目指す。認知
症ケアの充実のために、利
用者の人生の物語に寄り添
い、夢を実現できるような
取り組みを開始する。
在宅箕輪ブロック：安心した
在宅療養が提供できるよう
事業所間の連携をさらに強
めて行く。
在宅伊那ブロック： 新しい伊
那市の拠点を安定的に立ち
上げるために伊那市におけ
る利用の拡大をはかり、２
年目のなないろの家でも、
経営的に安定をはかる。
法人：看護師は常勤８０％を
めざし対策の継続・必要時
見直しを行なう。
（4）21000人の組合員を訪
ね、「地域まるごと健康づ
くり」の和をひろげよう！
【組合員数】は23,000人、
各事業所組合員利用率は80%
以上をめざす。【出資金】は
北部・伊那市ブロック各1億
円、南部ブロックは2年で1億
円をめざす。【担い手】は支
部運営委員は各支部1名以上、
いろりばた配布者を1人10部
配布を目処に、ヘルスマネー
ジャーも増やす。支部診断、
支部毎の交流、上伊那の活動
交流、たまり場づくりを行
う。支部分割についても検
討。各支部でいろりばた配付
者の交流を行う。【班会】は
750回、新班４0班をめざす。
新組合員を迎える班会を増や
す。子育てひろばに取り組

業への期待、職員への感謝か
ら多くの出資金が寄せられ
た。【担い手】は支部運営委
員15人、いろりばた配布者87
人増。【班会】は開催704回
(目標550回)、新班34(目標４
0)。子育てひろばは母親たち
のつながりで元気に行われ
た。
≪健康づくり≫
保健大学4校開催で51人の
ヘルスマネージャーが誕生。
保健大学をきっかけに健康づ
くりを広げ班会で活躍。さわ
やかウォーキングを８回行い
264人が参加し、すべての企
画を支部が担った。初めて辰
野町の公民館講座としてレイ
ンボー体操を月2回(1講座約
40人)行った。水中ウォークは
大芝・高遠(新規)で行ない73
人が参加。健康ファイルの普
及を班会で進めた。まちかど
健康チェックは17支部102箇
所で実施。箕輪町と初懇談、
箕輪町消防署の救急法講習会
を実施。
≪安心まちづくり(社保・平和
運動)≫
安心まちづくり委員会が発
起人となり「さよなら原発上
伊那」の会ができ、900人以
上の参加で4回のデモと2回の
学習会を開催。いなっせに於
いて毎週金曜日に「いな金」
行動実施中。介護保険、オス
プレー配備、脱原発に向けて
自治体への陳情を実施。ＳＯ
Ｓネットワーク上伊那は今年
度活動を再開。伊南ＳＯＳ
ネットワークはいいじま道の
駅で継続して実施。
≪医療生協の広報≫
いろりばたは4面から6面
に、更に全面カラーとなり好
評。
≪健康まつり≫

あおば祭、はびろの里まつ
り、病院健康まつりで、組合
員と職員の共同で賑やかに実
施。
≪医療生協人の育成≫
いつでも元気、コムコムの
購読を勧めた。通信教育の受
講者は219人(目標300人)、修
了率74%(目標100%)。美篶支
部では全支部運営委員、健康
づくり委員会で学んだ。
≪ボランティア≫
各事業所のレク企画、タオ
ルたたみ、シーツ交換など援
助を頂き、利用者様に感謝さ
れた。

む。職員は2回以上の参加をめ
ざす。
保健大学は3校以上の開校。
歯の大切さを伝える。指導員
育成、レインボー体操、バラ
ンスボールを行う。さわやか
ウォーキングを支部企画で8回
行う。健康ファイルの普及に
取り組む。ヘルスマネー
ジャースキルアップ教室、班
会メニューづくりを行う。年
10箇所で新たなにまちかど健
康チェックを行う。救急法講
習会の年2回以上の開催。行政
懇談。
脱原発、ＴＰＰ、消費税、
生保の学習等の行動を、他団
体と共に活動する。医療生協
独自の自治体懇談・陳情を行
う。地域訪問と対話を通して
地域の課題を探し運動へつな
げていく。組合員のネット
ワークを活かし共同で災害に
強い地域づくりをめざす。Ｓ
ＯＳネットワーク上伊那の活
動を推進する。通信教育、学
習会などを取り入れた社保学
校を行う。
いろりばたは紙面の充実をめ
ざし、ホームページの活用も
行う。
法人統一の健康まつりをコス
モ２１で行い、地域に医療生
協の輪を広げていく。支部単
位の健康まつり開催を検討す
る。
いつでも元気、コムコムを
組合員・職員に広げる。通信
教育の受講者は300人、修了
率100%をめざす。
ボランティア講座を充実さ
せる。組合員ボランティアを

増やす。

■事業の質を高める課題
ＩＳＯ9001受審をめざし第
一次審査、4月の本審査を受け
る。
■経営活動
全事業所での黒字と総額
6900万円の税引き前利益計上
をめざした。法人全体で4,000
万円の税引き前利益を計上。
純資産は、期首を5,600万円上
回り、目標の4.5億円を上回る
到達（4億6053万円）。累積
欠損は1億9000万円となり、
2,800万円減少。前期の経営結
果を受けて、今年度は法人税
を2,000万円支払った。また、
退職金の外部積立も6月より開
始し、2100万円を外部に準備
した。今後の資金需要は15億
〜20億円程度必要となり、資
金確保をどうするかが課題。
新たに取引を開始する銀行も
含めて、中長期的な返済方法
も検討し、資金計画を作成し
た。
※決算整理中の数字（4/22 現
在）を記載しています。

（5）安定した経営活動をすす
める
現在運営されている事業所
では黒字をめざし、6,000万円
の税引き前黒字計上を目標と
する。新たに建設する事業分
の費用を含めて黒字を計上す
ることが最低限の目標にな
り、出資金は、事業規模の拡
大に合わせて残高を高めてい
く。3事業に取り組む中で、出
資金の純増2億円以上の確保と
当期利益を出すことで、累積
欠損は増やさないことを目標
とする。純資産は、6.5億円を
上回ることを目標とする。
第3号議案

役員選任議案の件

第4号議案

定款変更の件

第5号議案

役員選任規約一部
改正の件

第6号議案

2013年度借入金
最高限度額決定
の件

第7号議案

2013年度役員報
酬決定の件

第8号議案

議案効力発生の件

第9号議案

特別決議の件

「地域まるごと健康づくり」の仲間になりませんか。

こんな班会いかが？

12/18（水） クリスマス会

﹁おとこ介護もいいんだに﹂

日常で使う白筋[速筋]を無理なく簡単に鍛える体操です。

木下・西部支部
西沢国広

11/20（水） おやき作り

〝陸のカーリング〟ペタンクの紹介

地域福祉活動推進センター

桜の花びらが散り始めた
4月 日︒職員と箕輪北支
部の皆さんなど 数名の参
加を得て︑子どもからお年
寄りまで楽しいひと時を過
ごすことができました︒

みはらしファームとれたて市場前集合

距離の判定。ビュットに
より近い方が勝ち

募集〆切：5月16日（木）

ペタンク？何だいそれは
と思われる方が多いと思い
ますが︑フランス生まれの
このゲームは地味な競技で
すが始めると︑1投1投に
一喜一憂し盛り上がります︒
でも高度なテクニックと戦
略を必要とした奥深いゲー
ムです︒

目標球（ビュット）に狙いを定め
鉄球（ブール）を投げる

生協診療所いいじま
移転先決定
毎月第一水曜日︑日
頃の介護から少し離れ
て︑男性ならではの悩

小出裕章先生
６月８日（土）2:00〜4:00

みや思いを一緒に語り
合う場です︒今回は︑
管理栄養士・有賀年江
さんを講師に︑お湯だ
けでできるお粥など︑
市販品で簡単にできる
介護食の作り方や試食
会を行い︑おとこ介護
にとって心強い手助け
になりました︒
はびろの里 事務長
古畑克己

京都大学原子炉実験所

町をはじめ︑町議会︑
商工関係者︑地権者の皆
さまの大きなご協力によ
り︑飯島町の中心街にあ
る元のショッピングセン
ター﹁コスモ ﹂跡地に
決まりました︒
2015年春オープン
予定︒なおデイサービス
は今年秋に移転する計画です︒

西箕輪 宅幼老所建設

宅幼老所は︑住み慣れた自宅・地域で
ずっと自分らしく暮らしていきたいという
思いを支え︑地域の多世代が
気楽に訪れて﹁ホッ﹂とでき
る寄り合いの場所です︒﹁一
人ひとりの人生の宝物や物語
を大切に﹂﹁一人ひとりに
合ったケア﹂を目指します︒

2/19（水） リトミック

協力券 500 円（高校生以下無料）

に女川港に水揚げされた秋
刀魚の﹁サンマ昆布煮﹂の
支援販売も好評で継続して
います︒
第二便に向け︑﹁玄米﹂
や野菜の支援物資を募集し
ています︒今年︑松島支部
は休耕畑をお借りし︑支援
用の馬鈴薯栽培を計画して
います︒
引き続き組合員の皆様の
ご支援︑ご協力をお願いい
たします︒
理事 春日英雄

会場：伊那市美篶下川手多目的集会所

3/19（水） まとめの会

参加費：600円

時間：13：30〜15：30

毎週木曜日（計6回）

期間：2013年5月23日〜6月27日

1/15（水） レインボー体操

講演会「原発と憲法９条」

被災された皆さんに
寄添い﹁継続した支援
活動を﹂

この春、現地支援 第二便を派遣します

東日本大震災から２年が
経過︒法の定めた２年の仮
設生活も延長を余儀なくさ
れ︑生活再建︑健康被害へ
の対応など︑住民本位の復
興が強く求められています︒
多くの皆さんが行き先の見
えない不安と閉そく感を感
じている中︑私たちは身の
丈の支援活動を続けていま
す︒
この間︑組合員さんから
寄せられた手作りの帽子や
半纏︵はんてん︶︑﹁玄
米﹂等を現地に届け︑さら

10/19（土） 小児科中村由実先生のお話

原発と憲法を考える集い

21

なないろの家 開設一周年を祝う会

の組合員さんらとくす玉を割り︑
全員で﹁花﹂を大合唱︒その後の
昼食会は職員手作りのお赤飯や紅
白もちが振舞われ︑温かい会を行
うことが出来ました︒
地域に支えられていることを実
感するとともに︑〝地域密着のあ
り方〟を模索し追及してきた一年
であったと思います︒
これからも︑地域に愛され︑親
しまれる〝家づくり〟を目指して
まいります︒
なないろの家施設長
橋詰桂子

レインボー体操サブインストラクター養成講座

9/18（水） ぶどう狩り

募集定員15名

79-8702

お問い合わせは組合員センタ−

村民会館駐車場

8/21（水） 夏祭り

宮田（木漏れ日の道）

7/17（水） パネルシアターとおもちゃ作り

7/9（火）9：50

6/19（水） デイケアボランティアさんによる腹話術

4回目のデモを伊那市内で実施。
親子連れでも参加し易い様にと、
2コースに分けて行いました。

男性介護者の会

に
3/10

40

辰野北大出

5/15（水） 新緑の季節

親子でウォーキング（大芝）

6/11（火）9：50

容

内

程

日

5/14（火）9：50

どなたでも気軽にお越しください。 参加費ときどきあり

医療生協の施設として生まれ
変わります
西箕輪梨ノ木の民家を改修

20

さわやかウォーキングこれからの日程

木下公民館毎月第３水曜日（10：00〜12：00）

箕輪町

健康づくり委員会よりお知らせ

「わくわく子育てひろば」
年
間
予
定
表

度

2013年

4/12

発デモ
原
ら
さよな 参加
200人
田楽座も掛け
つけました

新規事業スタート
中庭に差し込むうららかな春の日
差しの中︑利用者様を中心に︑民生
委員さんや近隣の皆様︑東春近支部

くす玉を割る利用者様

第142号

た
ば
り
ろ
い
（３）2013年５月

事

中村

中村

中村

−

中村

中村

（14：00ー16：00）

（予約のみ）

金

今井

−

清水

今井

−

−

今井

−

−

16：30〜18：30

木

新任医師紹介

中村

こつ そ しょうしょう

中村

診

水

清 水

大 石

大 石

交 代
午前診療

2診（一般）

清 水

清 水

横 田

支援医師

清 水

交 代

8：45〜12：00

3診（一部予約）

−

中 川

北原（1・3週） 臼 井

−

−

4診（予約）

−

牛山（2・4週）

−

今 井

−

−
1診（一般）

−

大石/支援

角 田

−

−

（受付終了１７：００） 2診（予約）

−

今 井

横 田

−

−

−

−

−

交代

−

診療体制は変更になることがあります。詳しくはお問い合わせください。

組合員送迎レインボー ☎080-5143-1141
または 79-8702（組合員センター）

フリーダイヤル 0120-866-688

新入職員入職式開かれる

◇新入職員紹介◇
生協病院
看護師
長田 裕衣
〃
伊東 孝枝
ションでは︑生協の歩みを
〃
田中 萌
学び︑健康チェックを体験︒
〃
赤坂 美希
〃
小森 香織
医療介護の専門家であり地
〃
春日 幸治
域とともに成長する仲間と
臨床工学技士 松井 崇博
しての第一歩を踏み出しま
事務
蒲
哲也
した︒
作
業
療
法
士
山下 愛
〃
北林 亜衣子
〃
荻原 綾菜
〃
有賀 康大
理学療法士
倉田 学
〃
加納 拓馬
〃
片桐 将
〃
岩見 雄太
なないろの家
介護職
中川 香
はびろの里
看護師
入江 清美
介護職
田中 綾
本部
事務 ︵５／１から︶吉澤 光雄

夜間診療

循環器

−

横田大介医師

金

休

火

大石/今井
/支援医師

9：00〜12：00

院長

木

土

月

午前診療

☎0265-86-5778

生協診療所いいじま

芦澤整形外科

大石/支援

この４月に約 名の新鮮
な顔ぶれが︑医療生協に入
職しました︒オリエンテー

水

（受付終了１７：００）

4月から水曜の外来診療を担
当しています︒

大 石

金

診

休

午後診療

火

15：00〜17：30

2013 年５月更新
フリーダイヤル 0120-835-333

土

月

午前診療

8：45〜12：00

たり︑人を見て︑人に見ら
れて歩く︒これが長く続く
ことにつながります︒スイ
ミングや座った状態での筋
トレは︑重力がかかりにく
いので骨密度増加の効果は
少ないですが︑筋力が増加
し転倒予防になるのでお勧
めです︒

＊

1診（一般）

16：30〜18：30

薬

＊

︿得意分野﹀
血管内治療︵狭心症・末梢血
管カテーテル治療︶
︿趣味﹀
サーフィン 宮崎大学医学部
時 代 に 始 め て キ ャ リ アは 年
以上です︒
︿ひとこと﹀
豊橋ハートセンターで年間
500例のカテーテル治療を
経験しました︒現在は主に松
本協立病院に勤務しています︒
胸が痛い︑足が痛いなど心配
なことがあれば︑お気軽にご
相談下さい︒
＊

臼井理恵医師
一般内科

2月から木曜の外来診療を担
当しています︒
︿紹介﹀
1月まで上田の川西診療所で
往診担当医師として活躍さ
れ︑休日の民商健診などにも
積極的に関わるなど︑地域の
健康を守る役割を果たされて
きました︒現在は松本協立病
院の往診担当医師として︑老
健や特養︑ケアハウスなどの
往診を担当されています︒お
住まいは安曇野市堀金︵旧堀
金村︶︑女性医師ならではの
目線で患者様と向き合いま
す︒

木

夜間

芦 澤 僚 平 医師

動

て思うかもしれませんが︑
カルシウムを多く摂取した
ら骨折をしにくくなったと
いう事実も骨密度が上がっ
たという事実もあまりない
です︒逆にカルシウムを
摂っても関係なかったと主
張する学者のほうが多いで
す︒意外ですね︒でも実際
カルシウム摂取が多い欧米
の国では日本より骨粗鬆症
が多いことがわかっていま
す︒もちろんカルシウムが
少ないのはよくないです︒
適度にとらなければいけま
せん︒また︑添加物の多い
かまぼこなどの練り物︑
コーヒー︑甘いものの取り
すぎは骨を弱くします︒こ
れらを摂取してはいけない
のではなく︑骨粗鬆症に関
して言えば何でもバランス
よく食べることが大事です︒

運

最後にお薬です︒
最近は︑新しい骨粗鬆症
治療薬が次々に開発されて
います︒以前は︑﹁飲まな
いよりまし﹂な程度の効果
だったのですが︑最近のお
薬は宇宙ステーションの話
でも解るように明らかに効
果があります︒でも︑なん
でもかんでも飲めばよいわ
けではありません︒自分に
合ったものを飲まなければ
効果が少ないです︒
骨粗鬆症は︑骨の質が悪
い場合︑骨が壊れるのが早
い場合︑骨を作るのが少な
い場合など理由が様々です︒
これらは測定ができますの
で︵一部保険適応外︶︑骨
質が悪い方には骨質を改善
する薬︑骨が壊れる方には
壊れるのを止める薬︑骨を
作っていない方には作らせ
る薬を選びます︒また内服
を開始したらそれが本当に
効いているのかをフォロー
してゆくことも大事です︒
あなたが今飲んでいる薬は︑
本当にあなたに合っていま
すか？
正しくお薬を選んでいれ
ば︑背骨などの骨折頻度を
大幅に減らすことができる
のです︒
食事と運動︑そしてお薬
で健康な骨を維持してゆき
ましょう︒

10

そうだったのか︑骨粗鬆症②

食

食事より
有効なのは
運動です︒
運動でお
すすめなのは歩くことです︒
簡単です︒週に3〜4回︑
分くらい平らなところを
元気よく手を振って歩きま
しょう︒日光にもあたるの
で益々効果が期待できます︒
生活習慣病の予防にもよい
です︒みょーな健康器具を
買っても続けられますか？
それよりお日様に当たりな
がら︑景色をみて︑風にあ

水

午後診療

宇宙で実証

km

若田さんや野口さんが滞在
した国際宇宙ステーション
ISSは地球の上空400
を秒速7・7 で飛行してい
ます︒宇宙ステーションの中
は無重力に近いので︑骨に刺
激が少なくどんどん骨が減り
ます︒NASAは宇宙空間に
いると大腿骨の骨密度が6か
月で ％も減少すると発表し
ています︒このままでは地上
に帰還した宇宙飛行士が骨折
しかねないのでISSの中で
は毎日2時間の筋力トレーニ
ングが義務付けられました︒
しかし︑このトレーニングで
骨の減少はほとんど食い止め
ることができなかったのです︒
そこで︑若田さん︑野口さん
は当時最新の骨粗鬆症治療薬
をISS滞在中に内服し︑そ
の結果二人はほとんど骨密度
が低下することなく地上に
戻って来ました︒すごいと思
いませんか？
前回は︑骨粗鬆症予防︑治
療の重要性についてお話しし
ましたので︑今回はその治療
についてのお話です︒
km

−

火

20

小児科

下平理事の医療生協の話に
真剣に耳を傾ける

15

土
月

15：00〜17：30

☎0265-79-8813
上伊那生協病院

くらし
康
と健
骨粗鬆症治療の大きな柱は
3本︒食事︑運動︑お薬です︒
まず︑食事からお話ししま
しょう︒
食事といったらカルシウム
を摂ればいいんじゃないのっ

30
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ば

た

支部総会で仲間増やしの思い一つに

長谷支部
総会

３/９

12名の参加者から、病院への要望や、
政治の話ができる班会をしたいなどの意
見が出され、年に数回開催し交流を深め
学習しようと次へつながる交流会となり
ました。
新春の集いを兼ねて、入野谷で行いました。来年
度に向けて、長谷に宅幼老所の開設をするための活
動を、組合員と地元のお力を得て進める一大計画を
決めました。開設候補地は、一番組合員が多く、長
谷の中心である溝口地区です。今年度の行事計画と
して、毎回好評のはびろの里まつり・生協病院まつ
りでのイワナ塩焼き、長谷ふるさと祭りでの健康
チェックや、秋のバス旅行に取り組みます。
（長谷支部長 横山良一）

西箕輪支部
総会

長谷の入野谷で開催し34名が参加しました。
昨年度の事業報告に続いて今年度の事業計画も
承認いただきました。西箕輪では、梨ノ木に宅
幼老所を10月にオープンする予定です。いろい
ろとお世話になると思いますが、よろしくお願
いします。
（西箕輪支部長 伊藤紀義）

南箕輪支部
総会

３/26

４/16

１周年を迎えたばかりのなないろの家
は、家族同様の介護が受けられ地域密着型
で箕輪にもこんな施設が出来たらと思いま
した。中沢の花桃も見て、研鑚と遊びと
半々のバスハイクでした。

３/10
楽しい南京玉すだれの芸に拍手

福島公民館で27名参加して行いまし
た。狐島の新規事業の説明や、病院の
事、健康の事など話し交流しました。塩
原弘子さんによる南京玉すだれの披露
や、運営委員さん手作りの鍋料理、お漬
物などの差し入れもいただきました。

４/14

なないろの家見学

伊那竜東支部

３/17

辰野支部

荒神山桜祭りが13日より開会し、芝生広
場で体組成計と握力、血圧測定を行いまし
た。健康チェックを無料でやってくれると
は有り難いと大変好評でした。

３/７

年度末に1年間の反省と、来年度に向けた目標を決
める支部総会が開かれ、活発な意見が交わされまし
た。4月以降も各地で開かれています。

３/15

バランスボールが初めての方にも「楽に
座れて気持ちいい」と好評。「世界に一つ
だけの花」の歌に合わせて汗を流し、最後
は全員の拍手で終わりました。
ご近所班会（3/18中塚さん宅）では、３
月15日に参加できなかった一人暮らしの女
性や、出不精の夫もチェックを受けまし
た。“下駄ばきヘルパー”という言葉もありま
したが、お隣へ気軽に集まるような班会も
よいものですね。

箕輪北支部
沢北部班会

第142号

長岡支部
医療生協の
発展に自信

三澤喜美江

中川支部
中通り班会

り

いろりばた配布者激励会
伊那竜東支部

朝食の片付けを終わって
から︑﹁やっこらさ﹂と︑
﹁いろりばた﹂配りに出掛
けます︒
この間︑私の倍以上の部
数を︑配っているおばさん
が︑すぐ近所にいたことを
知り︑﹁医療生協﹂の発展
ぶりに︑大自信！︒

配布者
紹 介

ろ

総会では新運営委員さんが誕生。「近所は
配っても良いよ」といろりばた配布者も増えま
した。「使わなくなった浴衣を使ってもらえる
かな」「食事作り班会をやりたいな」など意見
が出され、地域に根付いた活動ができるようさ
らに仲間を増やそうと、思いを一つにした総会
となりました。
（南箕輪支部）

５月の班会予定
5/8（水）13：00
5/8（〃）13：00
5/9（木）10：00
5/9（〃）19：00
5/10（金）10：00
5/12（日）14：00
5/13（月）13：30
5/14（火）10：00
5/15（水）10：00
5/15（〃）10：00
5/15（〃）10：00
5/15（〃）13：00
5/15（〃）14：00
5/16（木）14：00
5/16（〃）13：00
5/18（土） 9：30
5/18（〃）13：30
5/18（〃）13：30
5/20（月）19：00
5/22（水）10：00
5/22（〃）10：00
5/23（木）13：30
5/23（〃）14：00
5/23（〃）14：00
5/26（日）10：00
5/28（火）10：00
5/28（〃）14：00
5/29（水）13：00
6/5（水）13：00
6/10（月）13：30

レインボー（北西部多目的センター）
まちかど健康チェック（ゆにーくセンター）
まちかど健康チェック（タウンステーション伊那まち）
うちょうらん（片桐公民館）
まちかど健康チェック（みはらしの湯）
まちかど健康チェック（ベルシャイン伊那時計台広場）
木下長寿クラブ（木下公民館）
西光寺（西光寺）
子育て広場（大芝高原）
飯島南仲町（南仲町集会所）
まちかど健康チェック（辰野ニシザワ食彩館）
レインボー（北西部多目的センター）
まちかど健康チェック（ながたの湯）
暁野（暁野区集会所）
ふきはら（沢公民館）
上伊那民商婦人部まつり（駒ヶ根一心館）
まちかど健康チェック（大芝の湯）
美原（美原集会所）
駒ヶ根民商（駒ヶ根民商事務所）
元気で長生きするじゃん会①②（荒神山）
レインボー（北西部多目的センター）
中組（中組公民館）
まちかど健康チェック（元大森洋品店）
松島動脈硬化（上伊那生協病院）
ふれあい広場（辰野西小学校）
与地（与地公民館）
いちとに
レインボー（北西部多目的センター）
レインボー（北西部多目的センター）
城南町（城南町公民館）

※支部・班等の都合で日程が変更になることがあります。
※日程等のお問い合わせは組合員センター 79-8702

二軒だけです︒
豆腐工房まめやの今後
―
の展開は？
智 三義︵高遠︶の地域
が存続していくのに役に
立つことをやっていきた
い︒そのためには山や田
畑がきちんと残されてい
くこと︒その川下の仕事
として豆腐に限らず︑こ
の土地でとれたものを加
工販売していく︒農林業
の後方支援ができ︑働く
場ができたらいいなと
思っています︒
﹁自然と共に生きる﹂生
活の延長線上にある仕事
として︑豆腐屋を選んだ
お二人︒規模が大きく
なったらどうするか︑模
索を続けながら毎日豆腐
を作っているそうです︒
まめやホームページ
http://tofu-mameya.com
︵文・鈴木恭子︶

基本タレ

タテのかぎ

白ゴマ……適量

塩分

0.6ｇ

べ、ラップを掛けないで

レンジ強（600W)で10分蒸す。

３、２の間に分量のタレを合わせておく。

４、蒸したキャベツの上にタレを回しかけ、上に白ゴマ、削りぶ

※キャベツの大きさにより、タレの量は調節してください。

りレンジの時間を７〜８分にすると良い。

で︒

☆第１４１号のこたえ
﹁ジャマイカ﹂

者のお名前を添えて下さい︒

組合員家族の方は組合加入

☆締め切り︑ 月

日

﹁いろりばたクイズ﹂係ま

箕輪町中箕輪１１３２４
上伊那医療生協

☆宛先〒３９９︲４６０１

図書カードを贈呈します︒

から抽選で５名の皆さんに

送りください︒正解者の中

ばたの感想などを添えてお

医療生協への要望・いろり

住所︑氏名︑年齢︑答え︑

★答えはハガキで︒

２、耐熱皿にキャベツを並

⑥○○があったら入りたい︒
当選者
⑧野球でボールを補球するも
東城 民子︵箕輪町︶
の︒
上坂 堅久︵箕輪町︶
⑩♪からたちの○○はいたい
紫芝よ志子︵飯島町︶
よ︑青い青い針の○ ○ だよ ︒ 大森 立己︵伊那市︶
市川富士雄︵伊那市︶

と言われる希少のきのこ︒

④ ○ ○ 茸を見つけたら 舞った

③美味しい春の山菜︒

①徳川家の紋︒

2.6ｇ

春奈さん ︵ 伊 那 市 高 遠 町 ︶

時間をかけて炊くと大豆
の青臭さが消えておいし
い豆乳ができます︒ただ︑
直火で炊くとどうしても
焦げるので︑お湯を沸か
しておき︑沸き立ってい
るお湯のうえに呉︵大豆
を水とすりつぶしたも
の︶を浮かべるように入
れ︑お湯と呉の二層の状
態で炊きます︒
春奈 豆腐で薪の良さが
分かっているから︑揚げ
物もフライヤーみたいな
ものを使いたくありませ
んでした︒
智
分後の油の温度を
予想して薪を調節︑手は
油揚げやがんもをひっく
り返して︑頭と体をフル
回転です︒
豆腐作りは一から始め
―
たそうですが︒
智 なにもかもわからな
いので︑薪の扱い方︑天
然にがりの扱い方といろ
いろな豆腐屋さんに話を
聞き︑教わったことを試
す作業を繰り返し︑まと
もな豆腐ができるように
なったのは︑作り始めて
半年後くらいでしょうか︒
今では薪で炊いて消泡剤
を使わず天然にがりを
使って作る豆腐屋は︑和
歌山にあるお店とうちの
10

︿要望﹀健 康 チ ェ ッ ク 等 を
しています︒
夜︑行っていただくことは
︵駒ヶ根市
歳 女性︶
◆ 庭 の 一 部 に ㎝ 以 上 の 砂 できますか？
できます︒昼間は農作業
利を敷きました︒暖かく
※
なったらミニ水仙が砂利の や会社勤めでできない組合
間からあちこち出て来て黄 員が多い班などは︑夜７時
色いかわいい花を咲かせま や７時半から始めます︒詳
した︒あの寒さとドカ雪に しくは組合員センターまで
も 負 け ず 感 心 ！ 見 習 い た い ︒ご連絡ください︒
︵箕輪町
歳 女性︶

る。

お孫さんと一緒に

3.4ｇ

食物繊維

箕輪南支部

3.5ｇ

脂質

青木智さん
していた
みたいで︑﹁豆腐屋やろ
うよ︒豆腐好きだし︑豆
腐ならみんな食べるし絶
対いける﹂と私が背中を
押しました︒
智 島根県で昭和 年代
から続く有機農業運動を
テーマに卒論を書きまし
た︒牛乳屋さんを中心と
したグループで︑その中
の豆腐屋さんで豆腐を食
べたらすごく美味しくて︑
それから豆腐が大好きに
なりました︒
３人目の子を自宅出産
するときに︑助産師さん
が﹁生んだあと３週間は
寝たきりでいなさい﹂っ
て︑僕が家にいて子ども
の面倒や家事をやる必要
性がでてきたので︑それ
を機に退社しました︒そ
の後︑自分たちの望む生
き方に近い豆腐作りがで
きる工場が近くに
あったので始めら
れました︒
豆乳を炊くのも
―
揚げ物も︑薪にこ
だわるのはなぜで
しょう？
智 薪で 〜 分︑
55

会社勤めを辞め豆腐工
房まめやを始めて四年︒
豆腐作りが一段落し︑道
具の洗浄作業をしている
お二人にお話を聞きまし
た︒
すごく綺麗なかまどで
―
すね︒
智さん 今この辺でかま
どを作ったことのある左
官屋さんがいません︒仲
間の左官屋さんになんと
かお願いし︑関西地方に
残っているかまどを実際
に見て︑作ったことのあ
る職人さんに話を聞き︑
ようやくできました︒す
ごくいいですよ︑かま
どって︒
会社勤めをやめ豆腐屋
―
を始めようと思ったきっ
かけは？
春奈さん ﹁何か違う﹂
と思いながら会社勤めを

読者のひろば

時間ができたら、畑仕事や
田んぼ、本も読みたいかな。

りました︒
︵伊那市
歳 男性︶
◆骨粗しょう症のお話は︑
次回が待ち遠しいです︒優
しい口調の語りかけで︑先
生のお人柄が伝わりますね︒
︵宮田村
歳 女性︶
◆いつも健康レシピを楽し
みにして︑家でもやってみ
て我が家の料理になったり

※歯ごたえがある方が良い場合は、キャベツの切り方を大きくした

17

30

50

那須野恵子さん

たんぱく質

り食べやすい大きさに切

⑪お稲荷さん。

80kcal

１、キャベツ1/2は芯を取

⑨愛、英語で言うと。

酢………大さじ１

⑤○○○に勝って勝負に負けた。

エネルギー

☆つくり方

類。

みりん…大さじ１

①ジャンケンでみんなグーなら。

一人分

ごま油…大さじ１弱

⑦ガラパゴス諸島などにいる爬虫

醤油……大さじ１

ヨコのかぎ

し、刻み海苔を乗せて出来上がり。

６

キャベツ…小1/2個
⑩

削りぶし…適量

（500g位）

〈ヒント〉動物です。
⑪

料（４人分）
☆材

字をつなげると一つの言葉になります。
⑨

キャベツのレンジ蒸し
⑥

油揚げの生地を準備中

もう一品ほしい時、キャベツが沢山ある時
忙しい主婦の簡単助っ人メニュー

脳を い き
いき
⑤

クロスワードを解いて二重枠に入る文
⑧
⑦

10 67

63

わが家の
健康レシピ
④
③
②
①

44

62

昔ながらのかまど炊きで豆腐作り

組 合 員 を た ず ね て 第５回
◆ 今年 は 孫 が 大 変 お 世 話 に
なり︑ありがとうございま
した︒これから地域に役立
つ立派な医師になってほし
いと思っています︒
︵伊 那 市
歳 女性︶
◆整形外科の芦澤院長先生
の骨粗しょう症が勉強にな
71
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刻み海苔…適量

