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生活リハビリサポートいな
（障害福祉サポート）
若年で脳卒中や事故などで障害をもたれた方々が、自分の
得意分野ややる気を活かし、社会復帰に向けて訓練しなが
ら、調理やものづくりをしています。古い着物の生地を使っ
た
「ねこ」
は大好評で、生産が追いつかないくらいです。
※裂き織りのための「卓上機織り機」を探しています
ご連絡先：090-1865-1749（中村）
利用者様、スタッフ一緒になって、師匠（後列右端）に手ほどきを受けながら新年に向けてしめ飾りづくり。
薪ストーブの柔らかなぬくもりに包まれて、笑顔でパチリ。

新年明けましておめでとうございます
上伊那医療生活協同組合は昨年、地域の医療
と福祉のネットワークづくりをめざして三大事
業に取り組み、上伊那生協病院の増床と改築、
伊那に総合ケアセンターが完成し、飯島に診療
所の移転改築と総合ケアセンターは本年3月の
完成めざして建設が進められています。この間
組合員の皆様のご協力に心より感謝申上げます。これらの施設が完
成すれば、医療や介護、福祉の施設やサービスの利用者は1日1000
人にも上る規模となります。引き続き組合員の皆様の要望に応える
ために役職員一丸となり取り組む決意です。
昨年の総選挙の結果は安倍政権与党が325議席を獲得、しかしそ
の公約には消費税の大増税と社会保障制度の大改悪を行うもので、
国民にとっては死活問題です。さらにアジアの人々2000万人もの尊
い命を犠牲にした戦争の反省から、二度と再び戦争をしないとの決
意から生まれた平和憲法を改悪し、集団的自衛権の行使に踏み込む
など、生協の理念からも国民の願いからも決して許されるものでは
ありません。平和であってこそ安心して暮らせる社会が創られま
す。引き続き皆様とご一緒に平和な社会と、上伊那地域の医療と福
祉のネットワークづくりに邁進する決意です。本年も一層のご指導
とご鞭撻をよろしくお願い申上げます。
2015年1月1日
上伊那医療生活協同組合 理事長

小

林

伸
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題 字
赤羽武茂様（伊那市）

新年あけましておめでとうございます
三大事業のひとつである病院増改築工事が昨
年１１月に完成し、無事竣工いたしました。多
くの組合員の皆様の、昼夜を分かたず、新規事
業を支える組合員・出資金増やしにご尽力をい
ただいた賜ものと感謝いたします。
広くなった２階「回復期リハビリテーショ
ン」や３階「人工透析室」に、新設された「小児リハビリ室」では
発達障害を中心にした幼児・児童のリハビリ等、増設された病床を
有効的に活用して、これまで以上に組合員・患者様に寄り添った医
療・福祉・介護の連携を強め、無差別平等の地域包括ケアに取り組
んでまいります。
今年4月から上伊那出身の医学部奨学生が長野県民医連での初期
研修を開始します。上伊那の地域医療の一翼を担う医師として将来
の活躍が期待されます。今後の事業展開に不可欠な看護師、介護職
員等の確保と合わせ、医師確保につながる情報を是非ともお寄せく
ださい。
本年も引き続き一層のご支援・ご指導を宜しくお願い申し上げま
す。
上伊那生協病院 院長 清 水 信 明

域住民の皆さんを職員が案
内︒大きくなったリハビリ
室や透析室︑新たにつくら
れた小児リハビリ施設など
を見ていただきました︒
組合員・地域住民の皆様
にとって﹁いつでもどこで
もだれでも安心してかかれ
る医療・介護・福祉の拠
点﹂となるべく頑張ってい
きたいという気持ちを新た
にしました︒
上伊那生協病院 事務長
根本賢一

新規
事業

生協総合ケアセンター
いいじま

３月竣工へ上棟すすむ
工事は︑概ね予定どおり
進んでいます︒上棟が進
み︑全体像が見えるように
なりました︒１月から内装
工事に入り︑３月竣工を目
指します︒﹁介護センター
花岡﹂が入る予
定のテナント部
分の設計も進め
ています︒

有料老人ホー
ムの家賃決ま
る

工事用資材や人件費の高
騰︑消費税率アップなどで
建設費が高くなり︑１人部
屋︵約8・5畳︒洗面台付
き︶の基本料金が月 万8
千円です︒内訳は︑家賃5
万円︑共益費3万6千
100円︑食費１日
1730円︵税込み 日間

で5万1900円︶です︒
この他に個室の電気料と
サービス利用料︑オムツ代
などがかかります︒

健康運動ひろば
トレーニングマシンなど
機器類の選定や︑運営方
法︑利用料などの検討を進
めています︒
程度が良くて比較的新
しい﹁ぶら下がり健康
器﹂﹁エアロバイク﹂
﹁マッサージチェア﹂で
寄付して頂けるものがあ
りましたらご連絡下さ
い︒
いいじま開設準備室
︵ １‑２３０︶

面での心配事相談や︑主治
医の他︑ケアマネなど各種
サービスとの連携も行いま
す︒
上伊那医療生協では
﹁訪問看護ステーション
みどり﹂は︑本所︵箕輪
町︶いな支所︵伊那市︶い
いじま支所︵飯島町︶の３
か所を拠点に上伊那地域を
幅広く対応︒リハビリス
タッフの訪問もしており︑
重症者・在宅看取りを多く
受け入れている﹁機能強化
型訪 問 看護 ﹂も 取 得︒﹁

〝街づくり事業〟の
実行へ検討すすむ
ー越百づくり会議ー
﹁市﹂とイベントの開催
﹁屋根付き多目的広場﹂で
毎月定例のコスモ市︵仮︶や
各種イベントの開催
親子で遊べる場所づくり
敷地内の小公園を親子で
遊べるように整備したり︑
隣接する駐車場の一角を撤
去可能な形で﹁子どもたち
が自転車で遊べる広場﹂に
するなど︑必要な備品の準
備や運営にかかる費用をど
う捻出していくかが課題で
す︒５つの専門部会の他
に︑部会長会や役員会も開
き︑検討を進めています︒

※ご相談は当ステーションみど
り︵ 1400︶・生協相談
センター︵ 0235︶

所長

訪問看護 ステーションみどり
唐澤美奈

時間対応体制﹂により日祭
日や夜間の緊急対応も可能
です︒
﹁やっぱり家が一番！笑
顔と技術と心で在宅生活を
支えます﹂をモットーに︑
ご本人︑ご家族が安心して
在宅生活を続けられるよう
お手伝いしていきます︒

どうなる？ 今後の介護保険 ②

しめ縄づくりの〝師匠 と“
して伊那市の平澤悟さん
︵写真︶と前田千秋さん︵伊
那市︶には大変お世話にな
りました

援1・2﹂は︑“要介護状
態になることを防ぐ予防事
業”として設立されたにも
関わらず︑NPOなどによ
る単なる﹁家事代行﹂にな
ると︑かえって重度化して
しまう方が増えかねないの
です︒
市町村への移行は今年４
月から始まり︑2017年
度までには完了させる予定
となっていますが︑本来な
らまずしっかりとした担い
手を確保してから制度を確
立していくべきではないで
しょうか︒
︵つづく︶
介護ウェーブ推進委員長
高橋真一

昨年6月︑自民・公明両党は医療費抑制の為に︑安上が
りな医療・介護体制をつくり︑国民負担増とサービス切り
捨てをすすめる﹁医療・介護総合推進法﹂を強行採決︒こ
れにより特別養護老人ホームや老人保健施設へ入所する
際︑自己負担となる食費・部屋代は︑住民税非課税世帯の
方や生活保護の方などに費用の一部を補助する﹁費用負担
軽減制度﹂について︑今年8月から預貯金などが一定額
︵単身で1千万円︑夫婦で2千万円︶ある場合は補助が受
けられなくなります︒

〝たんす預金〟も含まれる
という情報も
入所者本人の住民税が非
課税でも︑同世帯で誰かが
課税されていれば対象外︑
非課税扱いの﹁遺族年金﹂
や﹁障害年金﹂も課税扱い
の収入として判定されま
す︒それにより利用料は多
床室で月4万6千725円
の増額︑ユニット型個室で
月8万6千392円の増額
となってしまうのです︒

訪問ヘルパーとデイサービス

厚労省は︑介護の必要度
が低いとして訪問ヘルパー
とデイサービスの﹁要支援
１・２﹂を保険から外し︑
市町村事業へ移すとしてい
ます︒そして市町村毎に
サービス内容や利用料を決
め︑ボランティアやNPO
団体等に委託します︒ヘル
パーなどの﹁専門サービ
ス﹂が︑ボランティア等に
よる﹁多様なサービス﹂に
なると利用料は割高︑利用
者をよく知らない者が訪問
するなど︑本人・家族の精
神的負担が増えることにな
りかねません︒また﹁要支

﹁要支援１・2﹂の保険外し

署名用紙は各事業所の
窓口にあります

新事業の話題

上伊那生協病院増改築工事
﹁竣工式﹂と﹁内覧会﹂
竣工式には北原敏久上伊
那医師会会長︑平澤豊満箕
輪町町長︵当時︶︑下原甲
子人箕輪町議会議長をはじ
め 名余の皆さんが参加︒
北原医師会長からは︑﹁
年間の歴史の中で医療生協
の事業は大きく発展した︒
医療・介護・福祉の複合体
として上伊那地域住民に
とって無くてはならない存
在となっている﹂と強い期
待の言葉をいただきまし
た︒平澤町長と下原議長か
らは︑﹁公立3病院との連
携も含めて町内での存在感
は大きい︒町民から﹃生協
があってよかった﹄という
声をいただいている︒町の
誇りでもあり︑これからも
できるだけの支援をしてい
きたい﹂と心強いメッセー
ジが寄せられました︒
内覧会では︑組合員︑地

介護の﹁こ・と・ば﹂

訪問看護

訪問看護とは
病気や障害があっても︑
住み慣れた自宅で自分らし
く過ごしたいと思う人は
年々増え︑在宅療養に移行
する人が増えています︒
﹁訪問看護﹂は看護師がお
家に訪問して行うサービス
で︑ご本人やご家族の意
志︑生活スタイルを尊重し
て︑生活の質が維持︑向上

89

シリーズ

できるよう予防的支援から
看取りまで支えます︒病気
や心身の障害の為に看護・
介護を必要とする方や終末
期ケアを必要とする方な
ど︑主治医が訪問看護の必
要性を認めた全ての方が︑
介護保険・医療保険のどち
らかで利用します︒
訪問先では︑健康管理︑
排泄や清潔面のお手伝い︑
床ずれ予防︑薬の管理︑主
治医の指示に基づく医療的
処置︵点滴・呼吸器・胃ろ
う・膀胱留置カテーテルの
管理等︶の他︑介護や医療

77

24

左から︑下原町議会議長・小林理
事長・北原医師会長・平澤町長・
今井名誉院長によるテープカット

「長野県でも子ども・障がい
者の医療費を窓口無料に！」
署名にご協力ください
79

60

11/9
内覧会、広くなった外来処置室にて
第８回

建 設 中 の 有 料 老 人 ホ ー ム と、ブ
ルーシートに覆われた基礎工事中
の「健康運動ひろば」（手前）

24
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三大事業成功 へ 向 け 組 合 員 ・ 出 資 金 増 や し が 前 進
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90

高遠支部
医療生協をアピールしながら

中川支部
早期発見で医療
の大切さ実感
支部長
竹沢徳光さん

私は出身地が鼎町︵現飯
田市︶で健和会は設立当初
からの会員でした︒箕輪町
は遠く︑それまで上伊那医
療生協にあまり関心があり
ませんでしたが︑ 年程前
﹁生協診療所いいじま﹂に
初めて受診して︑胃リンパ
腫と診断され健和会病院に

入院︑早期発見ということ
もあり︑今日まで生き長ら
えてくることができまし
た︒以来医療の充実を身に
しみて感じています︒
昨年8月︑中川支部事務
局長の新井さん︵鼎時代の
同級生︶から電話を頂き︑
支部運営委員会に出席した
ところ︑﹁支部長を﹂との
ことで周囲の状況からやむ
を得ずお受けしましたが︑
今はただ支部の皆さんに支
えられているだけの飾り物
のような支部長ですが︑今
後とも宜しくお願いしま
す︒

フードバンク山谷︵やま︶農場 主宰
﹁藤田寛さん﹂
のお話を聞く会に 名参加
という疑問や︑困っている
人たちが立ち寄れる居場所
づくりや仕事の提供などが
実現できたら︑という声が
出され実り多い集いになり
ました︒
ＳＯＳネットワーク
上伊那
宮下圭子
※お願い ﹁未使用切手﹂を
支援物資の輸送料金として
賄 っ て い ま す︒提 供 し て 下
さる方は︑組合員センター
︵ ︲8702︶まで

余が参加︒会の代表の合津
文雄長野大学社会福祉学部
教授は︑﹁制度を良くして
いくには︑我々一人ひとり
が声を上げていくことが必
要︒長い目で主体的に参加
を﹂と呼びかけました︒今
後は︑①全県的及び地域ご
との学習会の開催②利用者
や家族からの意見・要望の
収集③介護の現実を広く地
域に伝えるための広報や学
習④収集した意見・要望を
関係行政機関や各種団体な
どに伝える活動︑を重点に
介護保険をより良くするた
めに活動していきます︒
興味のある方や賛同して
くださる方を広く募集して
います︒︵ ︲2225高
橋まで︶
上伊那介護ウェーブ推進委
員会 山口とよ子

〜安曇野サンモリッツ〜

﹁介護保険をよくする信州の会﹂結成
４３０人参加で集い開かれる

誰もが安心して利用でき
る介護保険制度を求め︑県
下から介護従事者を含む当
事者や住民等が集まり︑上
伊那からは組合員の皆さん
と利用者様︑職員計３０名

討論会での合津代表︵左端︶︑家
族の介護者の方︑ゆいの里など介
護施設の代表︑介護職員からの報
告・意見は︑苦しい現実︑介護保
険制度の課題などが浮き彫りに

小 児 科 中 村 医 師︵前 列
左 か ら ２ 人 目︶や 組 合
員︑看 護 大 学 生︑生 協
職員も参加

77

上伊那生協病院のHPH（健康増進活動拠
点病院）活動の一環で、「食育」をテーマ
に行いました。ブラジルの伝統料理
「ニョッキ」、日本の肉じゃがなど、料理
で異文化交流もでき、子ども達は昨年自分
達で植えたジャガイモの料理を喜んで食べ
ていました。
上伊那生協病院 相談員 小山建悟

22

毎月１トン︑年間通して10トン
のお米を︑生活困窮者支援団体に
送る活動をしている藤田さん

79

ＮＰＯ団 体 フ ー ド バ ン
ク 山 谷 農 場 と は・・首
都圏などで生活困窮者
らを支援する民間団体
に︑地 域 な ど で 集 め た
余剰農産物を無償で送
り届けています
路上生活者など社会の底
辺に置かれた人たちを 年
間支援し続けている藤田寛
さんが︑お米や野菜を提供
して下さる農家の方や︑園
児たちから届いたお米や支
援者からの手紙に励まされ
てきた事︑貧困問題が潜在
化し自己責任論も合わさっ
て見えにくくなっている事
や︑地域の繋がりが薄れて
いる現状に危機感を募らせ
て 話 を し て 下 さ い ま し た︒
その後のグループワークで
は︑﹁貧 困 っ て 何 だ ろ う？﹂
22

12

ご奮闘いただいた組合員・役職員の皆様に感謝申し上げます

10

月６日︑台風の晴れ間に
勝間地区を訪問 高遠支部

支部長
上伊那医療生協では︑スローガン﹁三大事業成功
鈴木恭子
へ目標やり抜く﹃こぴっと﹄月間﹂を掲げ︑全戸訪
問や組合員宅訪問に取り組み︑医療生協と新規事業
９月のスタート集会で︑
へのご理解・ご協力を訴えました︒各支部の組合員︑ 医療生協を知ってもらおう
在宅みのわ等事業所職員の奮闘で︑２万３千人の組
と﹁生協総合ケアセンター
合員と出資金９億円の医療生協まで目前になりまし
いな﹂の見学会を企画︒さ
た︵昨年 ／ 現在︶︒２月の﹁バレンタイン行動﹂ らに参加職員の提案から医
から３月末までの期間︑年間目標達成に向け引き続
療生協で初めて取り組んだ
きご協力をお願い申し上げます︒
宅幼老所﹁あがっといで﹂
上伊那医療生協 理事会
の見学も加えて計画しまし
た︒長谷に計画中の宅幼老
いと思っています︒
竜 西支部
所を見据えて訪問行動の地
区を決め︑勝間地区と三義
組合員増やし年間目標達成
飯島支部
地区を訪問︒医療生協の宣
支部長
伝と︑見学会のお誘いをし
四
月
開
設
に
向
け
全
戸
訪
問
を
山崎桂子
ました︒
支部長
訪問行動には︑職員も含
天田良子
めて延べ９名が参加︒医療
生協は﹁あの生協病院の﹂
と知名度が高く︑﹁知人の
お見舞いに行った時も雰囲
気がとても良かった﹂﹁家
族がお世話になってとても
親切にしてもらった﹂など
評判も良かったので︑対話
もすすみました︒
二度の見学会へは︑合計
名の参加がありました︒
大口の増資もあり︑少しず
つですが仲間増やしにつな
がりそうです︒
﹁生協総合ケアセンター
いいじま﹂の建設が進む中
で︑訪問行動の足取りも軽
くなり︑行った先で嬉しい
言葉が返ってくる日々でし
た︒ 歳になる一人暮らし
のご婦人は﹁いろりばたを
見ながら︑協力しなければ
と思っていたところ﹂と
さっそく増資に応えてくれ
ました︒ご主人を半年前に
亡くされた方は︑﹁子ども
もいないし︑近くに有料老
人ホームができるなら入れ
てもらいたいな﹂と︑加入︒
また︑資金繰りが大変なの
で﹁数年の間だけでも﹂と
いう呼びかけに対し︑大口
増資もあり励まされます︒
４月開設に向けて︑飯島
支部として全戸訪問をやり
遂げたいと決意を新たにし
ているところです︒

10/25

17

11/29

日伯学園（ブラジル人学校）の先生
や子ども達30名とジャガイモ収穫祭

支部長さん
紹 介 ①
11/15

生協強化月間（9/3 〜 11/30）

天竜川ぞいの﹁生協ケア
センターいな﹂建設工事を
見ながら宣伝し加入をお願
いしようと︑昨年５月から
月１回の訪問行動を始めま
した︒月間中は月３回の計
画でコツコツと竜西地域を
訪れ︑﹁スーパーか病院で
もできるの？﹂と目立つ場
所だけに注目を集めていま
した︒
１度目では脈がないかな
と思っても２度目の訪問で︑
﹁親戚や友人に話したら
﹃一人暮らしで心配だから
入っておいた方がいいよ﹄
と言われたから﹂と加入し
てくれたり︑あれこれと会
話が弾み以前からの知人の
ように健康や漬物の話をし
たり・・・︒このコミュニ
ケーションが仲間という繋
がりのような感じで嬉しく
なります︒今回拡大目標を
達成する事ができましたが︑
これからもコツコツ続けた
10
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上伊那生協病院
医師

控室では医学部奨学生︵右
から３人目︶からも受験の
激励やアドバイス

中村

中村

中村

中村

中村

中村

（予防接種）

（予防接種）

（予防接種）

（予約のみ）

次世代の
地域医療人を
育てる
医学部﹁模擬面接﹂に
伊那北高校生５名参加
〜上伊那生協病院〜

中村

☎0265-86-5778
生協診療所いいじま フ
リーダイヤル 0120-866-688

急募

2015 年１月更新

※水曜の午前診療を開始しました。

−

夜間診療

実知子

中村

（休診）

−

−

−

今井

今井

月

川

中村

土

火

水

清水

（支援） （支援）

9：00〜12：00

今井

午前診療

79-8702（組合員センター）

または

組合員送迎レインボー ☎080-5143-1141

岩

この冬に医学科受験を控
えた生徒を対象に模擬面接
を行いました︒﹁緊張する
と意外に話せなくなってし
まう︒もっと練習しなけれ

ば﹂﹁医師のアドバイスが
とても参考になった﹂﹁面
接官役の医師の方が鋭く質
問してくださり︑とても良
い練習になった﹂などの感
想が寄せられ︑生徒たちに
は充実した模擬面接になっ
たと思います︒この経験や
アドバイスを活かし︑ぜひ
難関大学を突破してほしい
と願っています︒
医学生担当 矢澤浩彰

（休診）

（受付終了１７：００）

する﹂のではなく︑﹁疲れ
を解消する﹂術を考えま
す︒
働く私たちの問題に直結
する疲れは︑大別してふた
つ︑﹁身体の疲れ﹂と︑
﹁こころの疲れ﹂︒この
﹁ふたつの疲れ﹂のバラン
スがうまく取れない時があ
ります︒

清水院長︵左から２人目︶
他幹部２名が姿勢や態度︑
返答の内容などを細かく
チェック

所の建設も順調です︒伊
南バイパスが北へ延伸
し︑交通の便がますます
良くなる南部地域︒ケア
センターいいじまが︑宮
田村から中川村までの上
伊那南部の活性化の発信
源となれるよう︑組合
員・地域の皆様の声をお
聴きしながら歩んでいき
たいと思っています︒
生協診療所いいじま
事務 竹村奈都
︵ ︲５７７８︶

金

土
診察室

月

火

水

木

第１診察室

大 石

大 石

清 水

大 石

大 石 （交 代）
第２診察室

清 水

清 水 （交 代） 唐 澤

清 水 （交 代）

金

疲れきるまで働いた時

この1月より︑第1日
曜の当直から火曜まで内
科外来を担当していま
す︒気さくな人柄が魅力
的な先生です︒趣味はス
キューバダイビングで︑
先日も沖縄の与那国島で
ダイビングを楽しまれた
とのこと︒インストラク
ターとして初心者の指導
が可能な腕前です︒
※岩川先生が運営するブロ
グ﹁産業医〝放課後〟通
信﹂より転載させていただ
きました︒
私は仕事が好きな方だと
思います︒それでも疲れて
くると︑仕事をしたくなく
なります︒それでもしない
といけないとなると︑仕事
自体から逃げたくなりま
す︒

﹁身体の疲れ﹂と﹁ここ
ろの疲れ﹂は︑どちらかが
深刻で︑どちらかは気のせ
いだというものではないの
です︒本来は︑どちらの疲
れもきちんと解消されるべ
きものです︒﹁こころの疲
れ﹂を解消することに一生
懸命になって︑﹁身体の疲
れ﹂を解消することが二の
次になってしまうことはな
いですか︒身体こそ︑ここ
ろを受け入れる大切な容器
です︒

昨年 月
中旬より大
阪 在 住 の
パート医師
が赴任し︑
水曜日午前の診療を行っ
ています︒デイサービス
では土曜︑祝日もはじめ
ました︒現在﹁低周波治
療器﹂の実演もやってい
ます︒昨年より﹁生協総
合ケアセンターいいじ
ま﹂の工事が始まり︑敷
地の北側に位置する診療

木

15：00〜17：30

金

16：30〜18：30

TEL0265-79-1424（担当：村田・山口・田畑）

上伊那郡箕輪町中箕輪 11324

水

8：45〜12：00

木

上伊那医療生活協同組合

火

事業
内容

今年2月より職員向けの
「夜間保育」が開設
子どもを預けて夜間勤
務が可能になります

今すぐ働
ける方お
待ちして
います

看護師
薬剤師
介護職

（休診）

午後診療

月

午前診療

優しく温かな空間を、
一緒に創りましょう！

※勤務地は飯島町以外にもあります
ので、お気軽にお問い合わせ下さい

土

小児科

●グループホーム
●小規模多機能型居宅介護
●ヘルパーステーション
●デイサービス 他

−

−

交代

−

−

−

16：30〜18：30

夜間

（休診）（休診）

※木曜午前の大石医師は胃カメラも担当しますので、診察が中断される場合があります。
※胃カメラ・大腸カメラは予約制です。詳しくは病院窓口までお問い合わせください。

生協総合ケアセンターいいじま
OPEN につき 介護職員募集中！

−

−

−
牛山（2・4週）
−

横 田

−

−

−

第４診察室

角 田

15：00〜17：30

第１診察室

午後診療

（休診）（休診）

（受付終了１７：００） 第２診察室

４月

年
2015

フリーダイヤル 0120-835-333

−
第３診察室 岩川（1週のみ）岩川（1週のみ）北原（1・3週）

8：45〜12：00

自費（組合員 2,160 円、非組合員 3,780 円）によ
る予防接種です（中学生以上に限る） ※65 歳
以上の方の公費補助については 12/27 で終了。

◆日程：2/5・2/12・2/19・3/5（木曜日）
計4回19：00〜20：30
◆場所：松島コミュニティーセンター（箕輪町）
◆参加費：500円◆教材費（希望者のみ）1,500円
◆募集定員20人（定員になり次第〆切）
◆募集〆切：2月4日（水）
お問い合わせは組合員センター：電話（79-8702）

午前診療

インフルエンザの季節 〜予防接種はお済みですか〜

「レインボー体操」講座のお知らせ

上伊那生協病院
☎0265-79-8813

特徴は、
①同じ動
作の繰り返しが
な く②家 の 中 で
③１ 人 で も 飽 き
ず に④年 齢 に 関
係なくできます

ではどうするか

今度︑くたくたになるま
で働いて︑﹁疲れたな﹂と
感じたら︑まずは身体から
労わってあげてみてくださ
い︒好物を食べて︑安心で
きる環境でぐっすり眠る⁝
身体を労わる最初の一歩と
は︑例えばそういうことで
す︒

10

くらし
康
と健
私は仕事好きなうえに︑
案外︑疲労好きです︒仕事
をする楽しみのひとつが︑
終わった後の疲労感と思い
ます︒疲れるから︑仕事の
後の打ち上げや休暇が︑
いっそうありがたく思え
る︒あの感覚が好きです︒
だから︑﹁疲れないように

86

11/17

生協診療所
いいじま
だより

2015年１月（４）
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亡くなられて配達しなくなった方の家
の前を通ると寂しい気持ちになったこと
や、母親の介護のことを話し、皆さんの
話も聞いて不思議な連帯感を感じ、暖か
い気持ちになりました。人と人との繋が
りの大切さを知ることができた交流会で
した。
辰野支部 上島正樹
12/８

箕輪南支部
三日町班会

介護保険改
定の話を聞い
て、「介護保
険は保険料だ
け払って介護
度により使え
ないなんてお
かしい」「一
人暮らしの方
がいたら気に
留めて生活しよう」と話しました。地元
で安心して暮らせる様、ご近所を気にか
けて生活していきたいですね。

12/３

かわいいツリーを作成し、ク
リスマスの準備もしました

12/５

1946年に1年半放送された幻の「ラジオ
体操第三」は、第一や第二にない首の体操
や屈伸運動があり、運動量が多く「難し
い！」という感想。その後はバランスボー
ルで心地よい疲労感を感じました。
※毎週木曜日の午後、飯島町北町集会所で
行っている体操教室で「ラジオ体操第三」
をやっています。
いいじま開設準備室☎89-1230
12/１

東春近支部
車屋 コンニャク 班会

女性6人が集まってコンニャク作り。黒く
てゴツゴツしたコンニャク芋からできるな
んて不思議ですが、健康チェックとお茶を
挟んで3時間程で完成。「コンニャク作りを
覚えて嬉しい」という3人を含め、コンニャ
クをお土産にできた満足な班会でした。

なないろの家 グループホーム
割烹いずみで忘年会

宮田支部で昼食忘年会
「寿司よし」に組合員33名が参加。自
己紹介を兼ねた一人一言では暮らしの実態
や総選挙の話も出て楽しく交流。「アル
コールのない忘年会もいいもんだない」と
いう方には淋しかったかな？今年も機関紙
の仕分け、配布を宜しくお願いします。
支部長 小田切美春

11/５

飯島支部
飯島農協生活班

今回2回目のバランスボール講座に親子
で初参加もあり、講師から「初めてと思え
ない」とほめられすっかりボールに慣れた
様子。「ぜひ自分の耕地でバランスボール
班会を」という希望が出ました。

連帯感を感じたいろりばた配達者交流会

上伊那医療生協初

た

初めての「ラジオ体操第三」に１３名

11/22

宮田支部

ば

駒ヶ根支部
やまぶき他合同班会

いろりばた発行以来ずっと
つづけています

辰野支部

り

配布者
紹 介

箕輪南支部
田中せつ子さん

坂道の多い福与で配布していま
す︒いろりばた発行以来配布のお
手伝いをしており︑大正生まれの
私が生協のおかげで頑張って︑元
気を頂き有難いことでございます︒
自分たちの病院が大きくなり︑
益々発展される事を祈っておりま
す︒

私も配っています

ろ

利用者様は職員の踊
りを見たり、おいしい
ランチをいただいて一
年を振り返り、「来年
をみんなで元気に迎え
たいね」と話しまし
た。
なないろの家
課長 有賀文恵

あがっといでの四季〜冬編〜
そば打ち交流会で舌鼓

12/７

「健康づくり交流会」で特徴ある体操披露

12/３

男性介護者の会「おとこ介護もいいんだに」
手作り手巻き寿司やお吸い物で忘年会
奥さんを亡くさ
れたAさんは「介護
してた頃はよく料
理していた」。奥
さんが特養入所し
たBさんは「介護は
大変だったがいな
くなると寂しい」
と、今後も男性介
護者がお互いに悩
みや弱みを打ち明ける機会が必要と感じまし
た。
はびろの里相談員 伊藤彩織
12/12

東春近「ふれ愛館」に40名が集合。東北
支援ソングの「花は咲く」に合わせた体操
や参加者全員でのイス取りゲームなどで楽
しく元気に交流しました。

辰野支部ジュリアン班
のバランスボール体操

去年の８月に利用者様と種を蒔いて収
穫・脱穀を終えたそば粉を使いました。若
い頃 名人 だった方や、「昔はみんな家
で打ったよ〜」と声があがり、そば栽培に
協力して頂いたボランティアの皆さんやご
家族様も一緒に「二八そば」を美味しくい
ただきました。
生協宅幼老所あがっといで所長
伊藤小百合

寒風と粉雪舞う中 花火の打ち
上げ に患者様と職員70名
〜在宅みのわチーム〜

日頃、外出する機会
のない患者様と介護者
様への敬意、亡くなら
れた方への鎮魂、そし
て平和への思いを込め
て、70 発を夜空へ打ち
上げました。患者様は
「特別な花火で嬉しい」と、歓声と笑顔と涙で応
えて下さいました。
上伊那生協病院付属診療所
事務長 唐澤一夫

戦争の真実を子どもや孫たちに

★答えはハガキで︒

で︒

☆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︑

レシピ提供 浦野美保子さん（木下・西部支部）

○です

②おせちに入る里芋の一種

③新潟県にある島

④宴会のまとめ役

⑥パスポートを持って○○○○

旅行

⑨○○の上にも三年

当選者
原
易雄︵伊那市︶
小林 絹代︵伊那市︶
唐澤もとみ︵飯島町︶
藤村咲緒里︵箕輪町︶
畑田 美咲︵駒ヶ根市︶

☆第１５１号のこたえ
﹁バンシュウ﹂

組合員家族の方は組合加入

⑩高いビルの雷よけ

タテのかぎ

⑧０２６５は上伊那の○○○局番

者のお名前を添えて下さい︒

⑦動物の雄と雌

① 松 本 電 鉄や長 野 電 鉄は ○ ○

⑤ご飯の上にマグロの赤身

ました︒前線よりも後ろ
にいるほうが生きのびる
可能性があると思い﹁砲
兵﹂に志願しました︒昭
和 年 月 日付けで入
隊するよう合格通知が届
きましたが︑幸い８月
日無条件降伏して戦争は
終り︑命拾いしました︒
真実を次世代に伝えてき
ました︒
そんなある日︑新任の
ときの教え子の一人から
葉書が届きました︒
﹁︵略︶小学校６年生の
時︑涙をこらえ︑声をつ
まらせながら読んで下
さった先生︒しんとし
て︑時には泣きながら聞
いた私たち︒短くなった
モンペの吊り紐を前にま
わそうと腕を上げている
女の子の表紙絵が︑今で
もありありと目に浮か
び︑先生が私たちに与え
て下さったものをあらた
めて考えさせられました
︵略︶﹂︒
この葉書を宝物にして
いる小池さん︒世界の宝
憲法九条がもっと輝く日
本になるよう︑心より
願っています︒
︵文・滝沢孝夫︶
いろりばた第１５１号﹁組合員を
たずねて﹂の記事でお名前を誤っ
て掲載しました︒訂正してお詫び
いたします︒
清水達雄︵誤︶
清水辰雄︵正︶

③のぼったりおりたりする道

が︑農家の総
領が戦争にい
けば百姓は誰
がやると両親
が反対しまし
た︒その後︑
先生が家に来
て︑師範学校
への進学を勧
められました︒父親は反
対しましたが︑母親は︑
教員になれば兵隊免除に
なると思い︑父親を説得
してくれました︒
戦争を語りつぐ
昭和 年３月︑師範学
校本科を卒業︑４月片桐
村︵現・中川村︶の片桐
小学校に赴任しました︒
そこで出会った子ども
たちに︑﹁この子を残し
て﹂﹁いとし子よ﹂︵永
井隆・著︶などを毎日の
授業が終ったあとで読み
聞かせてきました︒
昭和 年諏訪養護学校
校長を最後に定年退職し
たあとも︑地域の公民館
活動などを通じて戦争の

女性

広い」

今年は敗戦後 年︒風
化させてはならない悲惨
な戦争の姿をどう次世代
に伝えていくか⁝︒昭和
２年１月生まれの小池さ
んにお話をお聞きしまし
た︒
戦争に敗れて
敗戦の色が濃くなり︑
同年生はどんどん戦地に
兵隊として駆り出されて
いきましたが︑幸い早生
まれのためか召集はあり
ませんでした︒学校の授
業はほとんどやらず軍事
教練ばかりでした︒軍需
工場で飛行機の図面の複
写もやらされました︒昭
和 年になると︑﹁特別
甲種幹部候補生﹂にいや
おうなしに志願させられ

代

﹁患者の立場になって﹂と
いうスタンスと体制に感激
しました︒おかげ様で家で
最期を迎えることができま
した︒
伊那市

①瞳を動かさずに見える範囲「○○が

つくり方
①鶏肉は一口大に切りボールに入れる。ニンニク・しょうがをおろし、鶏
肉に混ぜ馴染ませてから麺つゆ・ごま油を入れて、もう一度混ぜて15
〜20分位おく。
②玉ねぎ・ピーマンは一口大に切る。エリンギは裂く。
③①に片栗粉を入れ混ぜて、フライパンにサラダ油を少し入れて焼く。火
が通ったら皿に移す。
④そのフライパンで玉ねぎ・ピーマン・エリンギの順に入れて炒め、塩・
コショウを少々振って味付け。少し火が通ったら③を戻し一緒に炒め、
味を馴染ませて出来上がり。（④にお好みでニンジンもどうぞ）

10

尋常高等小学校高等科か
ら長野師範学校へ
昭和 年４月に長野師
範学校に入学︑この年の
月８日にアメリカとの
戦争︵太平洋戦争︶が始
まりました︒当時︑満蒙
開拓青少年義勇軍の募集
が学校をあげて行われて
いました︒担任の先生か
ら応募を勧められました
橋事件にかかわりその責任
を果たそうと戦われた
と・・︒戦争の悲惨さ︑平
和を望むお姿がありました︒
心に残る記事でした︒
伊那市
歳 男性

ヨコのかぎ

20

◆ケアセンターいいじまの
工事が始まり︑各部会の様
子が報告されていて施設内
の様子が目に浮かびます︒
来春が待ち遠しくなりまし
た︒ 飯島町
歳 女性

◆﹁レシピ﹂のごぼうス
ナックを初めて作ってみま
した︒出来上がりは上々で
家族も喜んでくれました︒
次回は我が家風にお砂糖控
えめに作ってみます︒
箕輪町
歳 女性

〈ヒント〉今年は…
⑩

２

材料(４人分)
鶏もも肉……500g
玉ねぎ（大）…１コ
ピーマン…４コ
エリンギ……200g
ニンニク 2〜3かけら
しょうが 1かけら
麺つゆ適量
ごま油大さじ…３
サラダ油大さじ…２
片栗粉大さじ…４
酒 少々
塩 少々

字をつなげると一つの言葉になります。

10

22

62

〜食材まめ知識〜
中国で薬膳料理として
も使われている鶏肉は、
①100gあたりに含まれ
る 「 脂 質 」 が 豚 肉
11.9g、牛肉42.5gに比
べて4.8gと少ない。②豊
富な「ビタミン類」は、皮膚や粘膜を健康に保ち
（ビタミンA）、体調の維持や新陳代謝を高める
（ビタミンB群）③良質な
栄養量（一人分）
「たんぱく質」は消化吸収が エネルギー 472kcal
よく、脂肪肝の予防に役立つ タンパク質 23.5g
33g
成分も。冷え性の解消にも効 脂質
炭水化物
20.4g
果的。など注目できる栄養素 食物繊維
4.5g
がいっぱいです。
塩分
約１g

クロスワードを解いて二重枠に入る文
⑦

読者のひろば
◆清水辰雄さんの戦争体験
を読ませていただき︑亡母
の弟もビルマでマラリアに
かかり︑﹁水！水！﹂と
言って亡くなりました︒イ
ンパール攻略作戦は本当に
悲惨な戦いだった事が良く
判りました︒
箕輪町
歳 女性

◆生協病院デイケアに 歳
の父がお世話になっており
ます︒改装して大変広く
なったと喜んでおります︒
箕輪町
歳 女性
◆義父がお世話になり︑

⑥
⑤

⑨
⑧

鶏のから揚げ風やさい炒め
脳を い き
いき

70

◆清水さんの記事に接し本
当に驚きました︒中国盧溝

37

15

新任当時の小池さん

朗読劇「夢と望郷の果てに
ーある少年の満蒙開拓青少年義勇
軍ー」（2009.8.5 飯島町文化館）
に出演し、戦争体験を語りました

20

20

60
62

16

73

〜ヘルシーでおいしい鶏肉料理のご紹介〜

わが家の
健康レシピ
④
③
②
①

97

79

65

12

87 歳）

小池良衛さん（飯島町田切
回
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