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撮影︶

機能訓練を重視したい方の為
の﹁短時間デイ﹂のフロア

︵写真はいずれも２／

デイサービスセンター
やまなみ

吹き抜けからの採光と南向きの窓から
の光で明るい待合室︵左側に予診・処
置室︒左奥に診察室やレントゲン室︶

らも医療・介護・福祉の
ネットワークを広げていく
ために︑皆様のご協力を切
にお願い申し上げる次第で
す︒

上伊那医療生活協同組合
理事長 小林伸陽
上伊那生協病院
院 長 清水信明
生協診療所いいじま
所 長 今井秀男

問い合せ先︵担当事務︶高橋
79︲1424

090︲1865︲3610

生協診療所
いいじま

グループホーム
やまなみ

【第３１回総代会のお知らせ】
定款第５０条に基づき下記の通り通常総代会を開催します。
上伊那医療生活協同組合 理事長
日時：2015年６月28日（日）13：00〜17：00
場所：南箕輪村 村民センター（役場の隣）

小林伸陽

【役員選任規約第６条４項に基づく公告】
（１）役員選任を行う総代会の日時及び場所（上記記載）
（２）区域別の理事定数
役員選任規約第３条に基づく理事定数
（３）申出の受付方法及び申出の期限
申出様式による。期限：４月１日８時３０分から
５月１日１７時まで
受付場所：組合員センター（７９−８７０２）
【総代選挙規約による選挙の公告、ホームページによる。
候補者登録の受付期間および受付方法】
総代選挙管理委員会 委員長 桜井保雄
受付日時：2015年3月23日（月）８時３０分より
2015年4月23日（木）１７時まで
総代立候補届の用紙は、組合員センター（79-8702）へお問い合わせください。

昨年秋から建設を開始した﹁生協総合ケアセンターいいじま﹂は︑４月１日オー
プンに向け着々と工事が進められてきました︒この施設は﹁生協診療所いいじま﹂
をはじめ︑有料老人ホーム︑グループホーム︑小規模多機能型などの医療・介護の
拠点となる施設の他︑健康スタジオや屋根付き多目的広場など健康増進︑地域交流
の場としても注目されるものです︒この施設を地元飯島の皆様︑伊南地域の皆様の
医療・福祉と健康の〝砦〟として大いに利用していただければ幸いです︒

をはかることが必要です︒
現在は遠方で働かれている
地元出身の医師︑地域医療
に興味を持たれている医
師︑その他様々な状況にあ
る医師といかにつながりを
つくれるかが鍵です︒
これまでお寄せいただい
た情報を活かすべく取り組
んでおりますが︑皆様方か
らの更なる情報が医師を迎
えるきっかけになるかもし
れません︒どんな内容でも
結構ですのでお気軽に情報
をお寄せください︒
上伊那医療生協がこれか

有料老人ホーム「やまなみ」
（右）と健康スタジオ「やまなみ」
（左）、中央奥に屋根付き多目的広場の三角屋根が見えます。
これらの建物の写真右奥には小規模多機能「やまなみ」棟、
認知症型グループホーム「やまなみ」棟とデイサービスセ
ンター「やまなみ」棟が、左奥に「生協診療所いいじま」
などがあります。

﹁生協総合ケアセンターいいじま﹂完成間近

組合員の皆様へのお願い

医師の情報を
お寄せください

この間︑組合員の皆様と
ともに取り組んできた３大
事業も︑生協総合ケアセン
ターいいじまの開所をもっ
て一旦の区切りを迎えま
す︒それぞれの事業を軌道
に乗せるため︑役職員一丸
となって取り組む決意であ
ります︒
更なるご要望にお応えし
ていくためには︑新しい医
師を迎えて医師体制の充実
24

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

中庭が見える談話コーナー（右）と
居室入口（左）

組合員の皆様へ

「出資金増減明細のお知らせ」ハガキについて

日頃、上伊那医療生協へのご理解、ご協力に大変感謝申し上げます。
今年は、この1年間（2014年3月1日〜2015年2月28日）に、組合に加入された方、出
資金の増資または減資のあった皆様のみ、３月末にご送付させていただきます。
※ご送付させていただく対象は、あくまで出資の増減または新しく組合に入られた方
のみとなりますので、ご家族の中にはハガキが届かない、ということもあるかと思
いますのでご承知おき下さい。
※「出資金増減明細のお知らせ」ハガキに関するお問い合わせは、組合員センター
（0265-79-8702）までお願い致します。
上伊那医療生活協同組合 理事長 小林伸陽

名参加

第 回共同組織活動交流集会

上伊那から
素晴らしい取り組みに大き
な拍手でした︒
辰野支部 一ノ瀬静子

新規
事業

生協総合ケアセンター
いいじま

施設ご利用や就労の問合せ
が増えてきました
工事は︑悪天候に悩まさ
れながらも一部を除き予定
通り進んでおり︑各施設の
責任者となる職員も準備を
進めています︒工事が進む
に連れて地域の関心の高ま
りを 感じて います ︒
有料老人ホーム
﹁やまなみ﹂は
２人部屋に空き
があります︒グ
ループホーム
﹁やまなみ﹂︑
小規模多機能
﹁やまなみ﹂︑デイ
サービスセンター﹁やまな
み﹂の各施設も利用申し込
みを受け付けています︒健
康スタジオ﹁やまなみ﹂へ
の関心は高く︑４月は無料
開放しますので是非ご利用
下さい︒※健康スタジオ
﹁やまなみ﹂では運営サ

ポーターを募集中です！
内覧会のお知らせ
３月 日︵土︶
午後１時〜４時
３月 日︵日︶
午前９時〜 時
〜越百づくり会議だより〜
﹁こすも市﹂を開催します
５月 日︵日︶午前 時
から午後３時まで︑屋根付
き多目的広場を中心に開催
します︒仮設ステージを作
り︑文化行事も行います︒
﹁越百づくり会議ニュー
ス﹂第３号を発行
飯島町内に全戸配布しま
した︒早速反応があり︑
﹁子どもと健康スタジオを
使いたい︒期待していま
す﹂﹁サポーターについて
聞きたい﹂やエリアのネー

宅幼老所﹁長谷﹂

ＴＥＬ 89︲1230

ミングの提案など︑準備室
に電話が寄せられていま
す︒
※﹁こすも市﹂では出店
者︑出演団体︑運営スタッ
フを募集中！
いいじま開設準備室

新規
事業

長谷に﹁宅幼老所﹂建
設が決定

私たちは訴え続けます！
﹁要支援者の切り捨て﹂
﹁一定以上所得者の利用料
2倍化﹂﹁特養入居者の軽
度者切り捨て﹂﹁補足給付
の要件厳格化﹂などになり
得る制度への反対と︑上記
のような状況にならないよ
う2月 日︑皆様のご協力
のもと全国から集められた
万筆の﹁介護保険改善﹂
署名を持って国会議員へ請
願行動を行いました︒党派
を問わず関心を示す議員も
いますが︑多くはこの﹁老
後不安﹂ともいうべき現状
を理解していません︒私た
ちは今後も﹁誰もが安心し
て暮らせるまちづくり﹂の
ため︑〝しぶとく〟国へ声
をあげていきたいと思いま
す︒

どうなる？ 今後の介護保険 ③

経営悪化を招く介護保険の
改悪
先日︑介護報酬の改定内
容が発表されました︒報道
では2・ ％のマイナス改
定とのことですが︑介護職
員の処遇改善や重度・認知
症対応等︑プラスの部分も
含まれています︒実際には
これらの財源を捻出するた
めに﹁4・ ％マイナス﹂
という大幅な引き下げと
なっています︒また︑プラ
スの要素を獲得する為には
多くの条件を整えなければ
いけないため︑特に小規模
の事業所経営に与える影響
は深刻なものとなります︒
この経営悪化という状況下
では︑結果的に人手不足や
労働環境の悪化による離職
を招くこととなり︑介護の
質をいたずらに低下させて
しまうことになりかねませ
ん︒

介護ウェーブ推進委員長
高橋真一
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分科会で辰野支部の矢ヶ崎
百合子さん︵ 歳︶が元気
に活動報告しました

立命館大学名誉教授の安斎
育郎さんが記念講演︒手品が
得意の安斎先生は﹁だまし博
士のだまされない目﹂と題し
て平和のあり方や憲法の意
義︑原発問題等を分かりやす
く講義︒﹁現実から目をそら
さず必要な知識を学んで意志
を持ち社会に働きかける事﹂
が重要と話されました︒

小澤隆一氏 ( 東京慈恵会医科大学教授 )
5 月 3 日（日）2:30 〜 5:00
ＪＡ上伊那フラワーパレス
参加協力券 500 円

介護の﹁こ・と・ば﹂

訪問リハビリ

「憲法問題を考える」( 仮題 )

講演

48

暮らしの中で困っていることがあったらどんなことでもお
気軽にご相談ください。弁護士・医療福祉相談員がお答え
します。
・明日食べるものがない・生活費が心配・仕事の悩み・借
金がある等
日時：毎月第３火曜日（3/17・4/21）13：00 〜 15：00
場所：タウンステーション伊那まち（伊那市通り町いなっせ向い）
連絡先：上伊那医療生協（79-8702）

新事業の話題

めのバランスのとれたリハ
ビリテーションの実施③高
齢者の気概や意欲を引き出
す取り組み等が求められて
います︒

長谷は伊那市中心市街地
より遠く︑高齢化率も ％
を超えた地域です︒
宅幼老所開設は︑高齢者
が﹁自宅で自分らしく一生
を送りたい﹂という願いの
中で︑〝自宅の延長として
の施設〟として期待が大き
く︑区を巻き込んでの運動
で 人余りの組合員が増え
ました︒
施設となる住宅︵古民
家︑蔵は江戸時代︶も見つ
かり︑今年 月開設を目指
し︑母体となる生協ケアセ
ンターいなを中心に検討が
始まりました︒
地域の皆様︑組合員が気
軽に集まれる施設に︑﹁直
売所も併設し
たいね﹂と夢
が膨らんでい
ます︒
理事
中山友悦
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原発と憲法を考える憲法記念日の集い

27

〜なんでも相談会〜

80

長野県の民医連のある地
域から組合員や職員など３
３０名が参加︒分科会で
演題が報告され活発な意見
交換が行われました︒矢ヶ
崎さんは﹁自宅での班会﹂
との表題で発表されまし
た︒ 歳の時︑上伊那医療
生協の保健大学でヘルスマ
ネージャーの資格を得たの
をきっかけに︑ご近所のお
友達を誘ってご自宅で毎月
班会を始めました︒偶数月
は健康チェックで奇数月は
地域の体操教室で習ったヨ
ガや腰痛予防体操とか︑琴
やハーモニカなど参加者の
特技を活かした班会などア
イデア満載︒そして覚えた
体操は毎日実行して健康維
持に努められているとの
事︒自宅での班会は大変で
は？やれるコツは？との質
問に︑矢ヶ崎さんは︑﹁準
備のお掃除もお茶の用意も
生き甲斐であり自分のため
になっています﹂と答え︑
院や上伊那生協病院の﹁回
復期リハ病棟﹂より退院
後︑自宅での生活を再開す
る際に利用する方も多くお
られるのが特徴です︒住み
慣れたご自宅でより自分ら
しく過ごしていただけるよ
う︑趣味活動のお手伝い・
活動の提案などにも力を入
れサービスを提供していま
す︒
訪問リハビリ
課長 清水美知留

「ＳＯＳネットワーク上伊那」からのお知らせ

40
完成予想図

28

︵090 1865 0966︶

生活困窮者の支援を続けている

シリーズ

上伊那医療生協の
訪問リハビリ
スタッフは総勢１６名で
上伊那全域を訪問していま
す︒上伊那には他にもいく
つかの事業所があります
が︑その中でも一番大きな
集団です︒昭和伊南総合病

10

2/21
第9回

訪問リハビリとは
ご自宅にリハビリスタッ
フが訪問し︑実際の生活の
場でリハビリを行います︒
基本的には﹁介護保険﹂で
の利用となりますが︑疾患
等によっては﹁医療保険﹂
での利用も可能です︒最近
では︑①個別性を重視②生
活機能全般を向上させるた

50
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発表する矢ヶ崎さん

2015年３月（２）
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宣伝をしました︒終了後︑
近くの食堂で昼食をとりな
がら生協活動について意見
交換︒意義あるバレンタイ
ン行動であったと思いま
す︒
木下・西部支部
支部長 伊沢千加男

初めての東・西春近合同開催

ニシザワショッパーズ
春近大橋店
東春近の支部長さんから
相談を受け実施しました︒

寒い中︑東・西春近の組合
員・職員計 名が参加︒用
意した 個のチョコと子ど
もたちに好評だった風船は
あっという間に終了︒急
きょ署名付きのポケット
ティッシュを配布しおおよ
そ100人位の人に﹁医療
生協です﹂と伝えることが

﹁生協総合ケアセンターいいじま﹂の竣工目前︑３大事業はまとめの時期が近づいてい
ます︒今年は 支部で 回バレンタイン行動を実施し医療生協や新規事業の説明︑加入・
増資のお願いなどを︑のべ１００名の組合員・職員が行いました︒飯島支部では週２回の
訪問行動を実施︒﹁健康運動ひろば﹂を楽しみにしている方や訪問リハビリを受けている
方など多くの方から出資をしていただきました︒年度末に向け︑ご家族やお知り合いなど
声を掛けていただき︑引き続き組合員加入・増資のご協力をお願い致します︒

木下西部・松島支部合同
ベルシャイン箕輪店
日はバレンタインデー
当日とあって子ども連れの
買い物客も多く︑持参した
チョコ100個は 分足ら
ずで配り終えてしまいまし
た︒チョコに添えて医療生
協の案内チ
ラシと︑子
どもさんに
はハート型
の風船も渡
し︑生協の
15

原発被害で未だ 万人以
上が避難生活を余儀なくさ
れている福島に︑民医連で
は全国から交替で支援活動
を行っています︒今回は︑
この地で子どもを産んで育
てたいという看護師の育休
取得の為の支援を行いまし
た︒

福島県いわき市
小名浜生協病院へ
看護師支援

忘
れ
な
い
東 北 震 災 支 援

80

現状を目の当たりにして
小名浜生協病院は上伊那
生協病院︵３・4階病棟︶
と同様︑療養病棟と一般病
棟からなり高齢者が多く日
常生活援助が中心でした︒
震災時︑病院は断水したが

できました︒
西春近支部
支部長
北原芳昭

飯島支部
いいじま道の駅
組合員と職員計9
名が参加︒いいじま
道の駅の屋内と屋外
に分かれて医療生協
の法被を着て目立つ
格好で来客者に声掛け︒
﹁生協総合ケアセンターい
いじま﹂が4月オープンす
る事などを宣伝しながら
チョコや風船を配りまし
た︒﹁安心安全の医療・介
護を求める﹂署名も行い
筆集まりました︒
理事 下平まち子
直接の被害はなかったよう
です︒職員の方から︑﹁福
島県は地震︑津波で被害を
受けたうえに原発事故が
あった︒被害があまりにも
深刻で広範囲に亘ってお
り︑被害額も極めて大きく
地域によって復旧は不可
能︑復興には途方もない時
間がかかる﹂とお話を伺
い︑私達は震災を忘れず今
後も支援活動の継続と現状
を伝えていく事が重要との
思いで帰路に着きました︒
生協診療所いいじま
看護師長 角島米子

飯島支部
天田良子

全戸訪問を
やり遂げたい

行政懇談行われる

6名と辰野町の

医療生協辰野支部

私は理事の下平まち子
さんのすぐ隣に住んでい
ます︒折にふれて︑生協
診療所いいじまがまさに
草の根の運動の中から作
られたことを聞いていた
ので︑退職したら少しは
お手伝いしなければなあ
と思っていました︒それ
で﹁運営委員を﹂と言わ
れた時はすぐに引き受け
ました︒長い間名支部長
を務めてこられた方が体
調がすぐれないと辞めら
れて︑﹁支部長を﹂と要
請された時は困りました
が理事さんたちの全面的

支部長さん
紹 介 ②

多くの方から不安の声が
出ている﹁介護保険改定﹂
を重点に行いました︒要支
援の改定内容や現行の利用
者への影響︑特養入所が要
介護3〜5に制限されるこ
とによる要介護1〜2の方
への影響︑また室料・食事
代の減免の縮小や新たに特
養相部屋の部屋代徴収など
負担増による入所継続困難
者への心配など︑町の考え
や対応の説明を受けまし
た︒参加者からは︑改定後
の影響や新制度の展開を見

な援助を受けながらなん
とかやっているところで
す︒

﹁コスモの跡地に生協
ケアセンターを建設す
る﹂それを聞いた時は
﹁まさか︑あの広大な土
地に﹂と半信半疑でし
た︒その規模に見合う需
要が飯島町にあるだろう
かと心配もしました︒お
そらく多くの組合員も職
員も同じような感想を
持ったのではないでしょ
うか︒飯島町の応援も受
け︑土地の取得が決まり
計画が練られ︑生協の準
備室の方から説明を受け
﹁本当に住民が安心して
暮らし続けられる施設が
実現するんだ﹂と納得す
ることができました︒

守りつつ︑困ったときの相
互の助け合いができる支部
活動が大切だねと確認し合
いました︒
生協ケアプランセンターみ
どり ケアマネジャー
一ノ瀬 静子

加島辰野町町長︵中央︶ほか
職員2名と意見交換

﹁コスモに以前のよう
な賑わいを﹂﹁地元に高
齢者住宅が欲しかった﹂
などと願ってきた飯島町
民や組合員の期待は︑建
物が姿を現すにしたがっ
て大きくなっているよう
に思われます︒飯島支部
では︑その期待に応えら
れるよう全戸訪問を計
画︑週2回集まって１軒
１軒訪問しては︑施設の
説明や加入・増資のお願
いをしています︒組合員
の皆さんの中には﹁でき
てきたね︒増資しなくて
はと思っていた﹂と快く
応じてくれる方や︑積極
的に仲間増やしをし連絡
をくれる方もいます︒完
成まであと少し︑力を合
わせ全戸訪問をやり遂げ
たいと頑張っています︒

古布︵着物︶と卓上
織り機のご提供を！

古布（着物）は解いて反物にしてから、ねこ半纏や洋服に
生まれ変わります。さき織りのバッグや小物作りを始めまし
た。しかし「卓上の織り機」が不足しています。脳卒中後遺
症の方も含め、多くの利用者様が行える作業として今後注目
の活動です。
生活リハビリサポートいな（担当：中村）
携帯：090-1865-1749
電話：95-1058

毎週金曜日の
﹁いな金行動﹂１００回め
という後悔と反省の気持ち
でいっぱいです︒もうだま
されない！今週も立たない
わけにはいきません！﹁継
続は力﹂闘いは続きます︒
ケアセンターいな
事務長 山﨑健志

大雪の日も正月も︑２人だけの日
もありましたが︑この日は最大 の
人を超える人が集まりました

「生活リハビリサポートいな」よりお願い

2/14

さよなら原発上伊
那の会の﹁いな金行
動﹂が１００回目を
迎えました︒原発を
無くしたい︑国や電
力会社・財界が原発
にしがみつく動きをとめた
いと︑全国各地の運動に刺
激され︑いなっせ前の午後
6時︑自分の思いや原発の
問題点をアピール︒ギター
を弾く人︑歌を歌う人もい
ます︒飛び入りでマイクを
握った若者︑毎週通って挨
拶をされる方︑車から手を
振ってくれる方には逆に元
気をもらいます︒私は原発
事故まで特別な意識もな
く︑消極的に容認していた

2/6

2/11

66
放射能汚染の為、町民
約1万4000人が避難し
たままの富岡町富岡駅
舎付近を視察

1/5〜11

14

40

15

30

10

2/14

1/23

バレンタイン
行動 2/1〜2/15
14

フクシマを忘れない！
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中村

中村

（予防接種）

（予防接種）

−

次世代の
地域医療人を
育てる

大 石

大 石

清 水

大 石

大 石 （交 代）
清 水

唐 澤
清 水 （交 代） ３月5日まで

清 水 （交 代）

金

﹁ついつい﹂
してしまう

中村

（特 診）

今年で３回目
医系学生との新年会

中村

上伊那生協病院
医師

実知子

79-8702（組合員センター）

または

岩川
〜上伊那生協病院〜

−

−

−

夜間診療

﹁物語られるいのちの実践
から﹂の講義と朗読劇のビ
デオ鑑賞では涙を流す姿も
みられ︑感性豊かな学生た
ちが共感を示してくれたの
だと嬉しく感じました︒学
生との貴重なひとときで︑
将来一緒に仕事ができる日
が楽しみになりました︒
看学生対策委員会
看護師 後藤あゆみ

和気あいあいの雰囲気で料
理︒お昼のカレーを美味し
くいただきました

◇新入職員紹介◇
瑞穂

中村

（休診）

今井

今井

清水

（支援） （支援）

今井

9：00〜12：00

それでも﹁ついつい﹂を
繰り返す︒
ではどうするか︒
将来︑医療に携わる様々
な職種の学生同士の交流を
目的とし︑悩みや不安など
少しでも解消できればと企
画︒医学生︑看護学生のほ
か介護学生やリハビリ学生
計 名が集まりました︒
昨年８月の福島原発被災
地域の調査報告では﹁震災
から3年経過しても復興の
進んでいない現状を目の当
たりにし︑自分たちに何が
できるのかを考えさせられ
た﹂と感想がでました︒

生協病院から職員８名と医
学部奨学生のＫくんが参加

中村

彩加

上伊那生協病院
看護師

橘田

知広

〃

大槻

悦子

木下智津子

森

〃
事 務
はびろの里
看護師

久保田優子

生協診療所いいじま
看護師

中村

土

水

火

月

※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︒

どうして﹁ついつい﹂が
そんなにいけないのか︒

私たちには﹁ついつい﹂
してしまうことが多い︒
ついつい夜更かし︑朝寝
坊︑のみすぎ︑食べすぎ︑
八つ当たり⁝と言った感じ
です︒
﹁ついつい﹂を未然に防ぐ
方法系の啓発本の多さが︑
多くの人が﹁ついつい﹂し
てしまうことを物語ってい
ます︒

それは﹁ついつい﹂して
しまった後︑仕事の能率が
悪い︑身体がだるい︑気分
がすぐれないなどと言っ
た︑自分が苦しい状態にな
ることを︑私たちはすでに
知っているからです︒

加者に説明するもの︶で報
告︒今回の参加により実践
報告や意見交換だけではな
く各医療機関との繋がりを
作る場となり︑今後の活動
に活かす事のできる実り多
いセミナーとなりました︒
HPH発表者一同

中村

（受付終了１７：００）

１/３

と︑病院相談員による﹁地
域のヘルスリテラシーを高
める〜外国人学校に対する
HPHと看護大学の協力
〜﹂の2演題を︑ポスター
セッション︵研究内容をポ
スターにまとめて掲示し参

中村

15：00〜17：30

金

奨学生募集

中村

8：45〜12：00

木

上伊那医療生活協同組合

（休診）

勤務地
●生協総合ケアセンターいいじま
●生協総合ケアセンターいな
●老人保健施設はびろの里
●なないろの家

医学生
看学生

金

勤務地

午前診療

仕事内容・働き始める日・勤務地・勤務時
間・給与等、詳細はお気軽にお問い合わせ
下さい。

木

夜勤専従アルバイトも可

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

他、介護施設（グループホーム・小模
模多機能型居宅介護・デイサービ
ス・訪問介護など）

水

介護職員

組合員送迎レインボー ☎080-5143-1141

（特 診）

火

介護職員初任者研修
又はヘルパー２級以上の方

●上伊那生協病院
●訪問看護ステーション
●老人保健施設はびろの里

（休診）

午後診療

月

午前診療

土

小児科

看 護 師

16：30〜18：30

2015 年３月更新

TEL0265-79-1424（担当：村田・山口・田畑）

上伊那郡箕輪町中箕輪 11324

﹁ついつい﹂を未然に防
ぐのを諦める︒
必ずやってくるものと理
解する︒
﹁ついつい﹂した後には︑
﹁自分ってダメな奴﹂と責
めないで︑﹁人間くさい
な︑自分﹂と言って︑ひと
り苦笑する︒
それで翌日は︑だらだら
と過ごす︒﹁癒し﹂とか
﹁まったり﹂とか︑そうい
うのではなく︑ただ︑だら
だらと過ごす︒
そしてその日を﹁怠惰な
日﹂と呼ばず︑﹁ついつい
の精算日﹂と名付けて︑開
き直る︒
健全な開き直りの後に
は︑健全な考えが︑自然に
湧いて来るものです︒
今度の﹁ついつい﹂の訪れ
が︑何だか楽しみに思えて
きませんか︒

Japan﹂に317名

国際HPHネットワークと全日本民医連の共催
第2回﹁HPH セ ミ ナ ー

名が出席︒全国から医師や
看護師︑保健師など多職種
が結集しました︒当院から
は理学療法士と作業療法士
２名の職員による﹁腰痛対
策委員会の発足と始動﹂

正規・パート職員募集

※水曜午後の横田医師の診療と、木曜午前の唐澤医師の診療は３月で終了となります。４月からの診
療体制については病院までお問い合わせください。
※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ので、詳しくは病院窓口までお問い合わせください。

日勤・夜勤ともに募集

−

−

交代

−

−

−

−
牛山（2・4週）
−

−

−

16：30〜18：30

夜間

−

のびのびと遊ぶことができています。

午後診療
角 田
15：00〜17：30 （休診）（休診） 横 田 （休診）（休診）
（受付終了１７：００）
くまさんの部屋
の玄関です

木

を新設。ゆったりとしたスペースの中、子ども達は

−

−
岩川（1週のみ）岩川（1週のみ）北原（1・3週）

−

お問い合わせ：いちごハウス（79-9214）

水

午前診療
8：45〜12：00

火

ロアを拡張し、
トイレ付きの保育室（くまさんの部屋）

12

土
月

を保育士が預かります。また「いちごハウス」のフ

☎0265-79-8813
上伊那生協病院

フリーダイヤル 0120-835-333

医療生協職員向けの夜間保育が
病児保育室
「いちごハウス」 始まりました
だより
夜勤や遅出などの勤務時に、子ども

くらし
康
と健
１/17〜18

﹁HPH︵健康増進活動
拠点病院︶セミナー﹂が東
京で開催されました︒外国
からの講師としてハンヌ・
ターネセン氏︵国際HPH
ネットワークCEO︶ら2

in

2015年３月（４）
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中川支部
榑沢みつえさん

散歩をかねて︑おじい
さんやおばあさんの様子
を伺いながら届けていま
す︒その時ケアセンター
いいじまの事も伝えてき
ます︒この配達がお年寄
りの見守りにつながれば
と思っています︒

配布者
紹 介

り

ば

た

第153号
駒ヶ根支部
羽場下班会

お 年 寄 り の 見 守 り に つ な が れば

私も配っています

ろ

飯島支部
上 ノ原班会

2/９

阿智村 満蒙開拓平和記念館見学
数年振りの班会に11名が参加。模型を
使ったケアセンター飯島の説明に高い関心
が寄せられ、次々と出される質問に時間を
打ち切ったほど。「年数回やりたい」と健
康チェックも好評でした。

10名が参加して記念館の方の説明をお
聞きしながら見学。国策として満洲へ渡り
（27万人）阿智村からは終戦間近に入植
し、終戦も知らされず悲惨な逃避行の末日
本に戻れた人はほんのわずかでした。２月
に山本慈照（じしょう）さんの映画「望郷
の鐘」を観て戦争はしてはならないという
思いを強くしました。

〜今年 1 年の無病息災を願って〜

利用者様と豆まきと恵方巻きづく
り。手際の良い利用者様に職員は
教えられることばかり。

生協ケアセンターいいじまの紹介と、
ストレッチ体操を利用者様と楽しくやっ
て会場を移し、昼食会で和やかに交流。
４月からも引き続きお願いをしました。

グループホームあおば
美篶支部

ング〜のご案内
キ
ー
ォ
ウ
か
や
〜さわ

2015 年度

みんなで楽しく「上伊那の良いとこ探し」
しっかり歩く健康づくりのウォーキング！
4/14（火）伊那市春日公園
（伊那文化会館下あずまや付近に 9：50 集合）
5/12（火）辰野町荒神山パークホテル駐車場（９：50）

2015 年度

上伊那医療生協

「わくわく子育てひろば」年間予定
毎月第３水曜日 １０：００〜１２：３０
箕輪町：木下公民館 参加費：（時々）あり
どなたでも気軽におでかけください
日

程

内

東春近支部
木裏原班会

初めての班会で１３名が参加。参加者は
初めて経験する健康チェックを珍しそう
に、またレインボー体操をとても楽しそう
に行っていました。「次の班会は4月ごろ
に」と話し合って散会しましたが、その
後、まだ未加入だった参加者2名が医療生
協に加入しました。
松島支部
春日町班会

あおばに鬼がやっ

「鬼は外！福は内！」
と、皆で鬼をやっつけて福を
呼ぶことができました。「久しぶり
に豆まきをして楽しかったよ」と。
お昼は恵方巻きを作って食べ、賑や
かな節分の日を過ごしました。
グループホームあおば
所長 増井茂樹

新年会を行いました。いろりばた配達の
方を中心に集まり楽しい一時をすごしまし
た。「花は咲く」の音楽に合わせてのスト
レッチで心地よい汗をかいた後、おいしい
お弁当をいただきました。

1/27

2/１3

2/3

てきました！

いろりばた配達者交流新年会

6 月：箕輪町
7 月：中川村
8 月：南箕輪村大芝高原
9 月：伊那市手良
１０月：飯島町
１１月：三峰川周遊ウォー
キング

いいじまデイサービス

飯島支部

いいじまボランティア交流会

1/31

豆まきと
恵方巻きづくり

1/31

2/3〜5

容

上伊那生協病院の利用の仕方や介護保険
など、手作りの資料を使って病院事務の職
員2名が解りやすく説明してくれました。
若い人と触れ合った時間は「楽しくて元気
がもらえた」と皆大満足でした。
2/１5

宮田支部
造園組合班会

４/１５（水） リトミックで遊ぼう
５/２０（水） 親子でウォーキング（大芝）
６/１７（水） 腹話術
７/１８（土） 小児科中村由実先生を囲んで
８/１９（水） 夏祭り
９/１６（水） おもちゃを作ろう
１０/２１（水） ハハ歯のお話
１１/１８（水） 郷土料理を作ろう
１２/１６（水） クリスマス会（楽しいゲーム大会）
１/２０（水） 子どもの冬の病気
２/１７（水） 元気にアンパンマン体操
３/１６（水） まとめのおたのしみ会

昨年 9 月の富県ウォーキング

お問い合わせ：上伊那医療生協 組合員センタ− 79-8702

上下伊那の造園組合連合会では、10年
以上続けているそば打ち講習会を20名の
参加で行いました。年1回の健康チェック
を健康バロメーターにしている方もおり、
大変喜ばれています。そば打ちには職員も
参加して楽しいひと時となりました。

バレエ○○○○○

②週の真ん中

③ ♪ あ かいめだ まのさ そ り−♪

何の歌？

★答えはハガキで︒

で︒

当選者
片桐 幸子︵宮田村︶
飯島 敏子︵伊那市︶
日沖 武子︵飯島町︶
木村美八子︵飯島町︶
松田 典年︵箕輪町︶

☆第１５２号のこたえ
﹁ヒツジドシ﹂

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︑

レシピ提供 松本佳音さん（飯島支部）

悲惨な戦争に青春を奪われて

の隊長が﹁負傷者を連れ
て来れたのに円臂︵シャ
ベル︶を置いて来るとは
けしからん﹂と︑怒鳴っ
たそうです︒それを聞い
て︑シャベルと人命を一
緒にしてはたまらない
と︑私は吹き出しまし
た︒
軍歴の長い軍曹は︑憤
懣やるかたなし︒

い︑痛い︑取ってくれ﹂
と泣くのです︒哀れで見
ておれません︒入り口の
なつめの木にギリギリ巻
きに結わえ付けられた兵
隊が居ました︒体中に
発の銃弾を受け︑気が
狂ってしまったそうで
す︒次の朝︑息絶えてい
ました︒このことを知っ
た親は何と思うだろう︒
まだ︑ 歳だとか︒哀れ
でした︒﹁何が名誉の戦
死か﹂と︑思うことしき
りでした︒
戦後︑無事帰還した三
澤さんは辰野東小学校の
教諭を始めとして数十年
教壇に立たれ︑ご自身の
体験を事あるごとに語り
伝えてこられました︒

⑧黒くつややかな様子

戦争中青年学校の教諭
をしていた三澤さんは１
９４３年 月臨時召集で
金沢 連隊に入隊︒普
通︑工兵隊は訓練に６ヶ
月かかるところ３ヶ月で
中国牡丹江へ送られたそ
うです︒以下はその後の
体験を自筆していただき
ました︒
野戦病院で
野戦病院行きのトラッ
クの荷台は他の部隊の負
傷者で足の踏み場もあり
ませんでした︒制空権が
奪われているので︑負傷
者のことなどお構い無し
にトラックは走りに走り
ます︒畑の中も野原も︒
振り落とされそうでし
た︒ようよう着いたとこ
ろは古い民家の土間︒そ
こに負傷者がぎっしりう
めきながら横たわってい
ます︒大きくえぐられた
傷のところに蛆虫が這い
まわり︑人間の身体を餌
に咬みつくらしく﹁痛

⑥先のことに見当を付ける

①﹁くるみ割 り 人 形 ﹂は 有 名 な

⑤「余所目」何と読む？

⑦二人はデュエット︑一人は？
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栄養量（一人分）
エネルギー 70kcal
タンパク質
4.6g
脂 質
3.5g
炭水化物
3.0g
食物繊維
2.3g
塩 分
0.9g

④国民の意見

つくり方
①大根は薄い銀杏切りに、こんにゃくは縦半分に
切ってから横に薄切りにする。しょうがは千
切りにする。
②ゴマ油で炒める。
(1)鍋に油を入れて火にかけ、熱くならないう
ちにしょうがを入れて炒める。
(2)香りがたってきたらちりめんジャコを加え
て炒め、大根とこんにゃくを順に加えて中
火でよく炒め合わせる。
③大根が透き通ってきたら塩で味を調えて火を止
める。

②歩きながらは危ないよ

タテのかぎ

ヨコのかぎ

※大根は残ってしまったしっぽの方でもＯＫ。
ジャコのうまみが大根とこんにゃくにしみ込
んで、塩だけの味付けが良く合います。

４

ず︑道路の向こうを銃撃
していました︒﹁だれか
包帯はないか﹂と︑叫ぶ
声がします︒軍曹殿の声
です︒〝やられたな〟と
思いじっとしたままで居
ました︒ところが︑今度
は私に向かって弾丸が飛
んでくるのです︒右の耳
を掠めました︒〝頭でな
くてよかった〟と思った
そのとき︑私の右肩に弾
丸が命中︒身体が横倒し
になり吹き出る血は背か
ら軍靴の中まで伝いまし
た︒私が倒れたのを見届
けたように中国兵は遠ざ
かり始めました︒
軍曹は大腿部貫通銃
創︒そこに居た吉澤二等
兵と負傷した私とで軍曹
を引きずるようにして宿
営地へ帰りました︒他の
連中は︑敵襲と同時に逃
げ帰っていました︒隊長
は﹁逃げろ﹂と命令し︑
軍刀とピストルを携行し
ながら真っ先に退却︒そ
◆ 歳の父がよく熱を出し
体調を崩すことがあります
が︑ 時間︑訪問看護師さ
んがすぐ来て下さりとても
助かっております︒
箕輪町
歳 女性
◆クイズをもっと増やして
もいいと思いました︒
箕輪町
歳 女性

クロスワードを解いて二重枠に入る文
⑤

銃撃されて
１９４５年敗戦間近の
中国河南省でのことで
す︒私の所属する工兵隊
は︑中国軍により破壊さ
れた道路の修復を命令さ
れました︒３月 日︑お
ぼろ月夜でした︒作業中
突然の銃声︒私は慌てて
窪地を見つけ︑そこへ張
り付き息を殺していまし
た︒中国兵は私に気づか

着ない着物が再利用される
のは嬉しいことです︒欲し
かった〝ねこ〟を予約して
きました︒
箕輪町
代 女性
◆機会あるごとに健康
チェックに参加しています︒
２〜３ヶ月に１度でも身体
の様子を知る事は 注意しな
くちゃ〟の気付きになり気
持ちが引き締まります︒
宮田村
歳 女性

④

読者のひろば
◆組合員を訪ねてで小池良
衛さんの最近の事を知り︑
高遠中学の教頭先生の頃が
懐かしく思われました︒ま
た︑多方面に亘る記事があ
り良いと思う︒
高遠町
歳 男性

◆岩川先生の文は生活の参
考になりました︒支部・班
だよりは︑私より年齢が上
の方が頑張っておられる様
子が良く判りました︒組合
員を訪ねては︑戦争の事︑
９条の事が一人でも多くの
方の心にしっかりと根付く
といいなと思い読ませてい
ただきました︒
伊那市 女性
◆リハビリサポート伊那に
古着を持って行きました︒

〈ヒント〉春の富山湾が有名
⑧

大根とこんにゃくのジャコ炒め
脳を い き
いき
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1943年諏訪郡落合青年学校の生
徒たちと（前列左端が三澤さん）

65

13

材料(4人分)
大根……………10ｃｍ
こんにゃく(白)…1/2枚
ちりめんジャコ…大さじ3
しょうが………1かけ
ごま油…………大さじ1
塩………………適量

字をつなげると一つの言葉になります。
⑦
⑥

98

〜しょうがとごま油の風味を効かせたさっぱり味〜

わが家の
健康レシピ
③
②
①

19

24

53

◆しめ飾りを利用させて頂
きました︒大変素晴らし
かったです︒
伊那市
歳 女性
63

60

64

回

10

80

30

92 歳）

三澤 豊さん（伊那市福島

組合員をたずねて
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