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３大事業の 「支える・集う・暮らす」みんなのケアタウン
集 大 成

私たちはひとりひとりの生きてきた歴史を大切に
ご本人と家族の想いを大切にする医療と介護、福祉を実践します
住み慣れた地域で今を支え合いこれからを共に生きます
生協総合ケアセンターいいじま事業内容

挨拶する
高坂飯島町長

健康スタジオ「やまなみ」の
クライミングボード
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小林
伸陽

「こすも市」開催！
日
場

時：５月２４日（日）
午前 10 時〜午後３時
所：生協総合ケアセンターいいじま
「屋根付多目的広場」

お問い合わせは：ケアセンター（89-1230）

出店予定：鉢花・切り花・
野菜花苗・農産物各種・
山菜・パン・おこわ・乾物・
クレープ・アイスクリー
ム・焼きそばなど おも
ちゃもあります！
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日

の貢献と活性化︑勢いに繋がるものと期待す
る﹂とご祝辞をいただきました︒
﹁生協総合ケアセンターいいじま﹂は4月
1日開所以来︑各施設とも順調に運営してお
ります︒医療・介護・福祉だけでなく健康づ
くり︑地域交流の拠点としてこれからも組合
員・地域の皆様に貢献していきます︒

第31回総代会開催のお知らせ
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三大事業完成へ
組合員・職員のご協力に
心から御礼申し上げます

上伊那医療生活協同組合理事長

暮らす
有料老人ホームやまなみ ( 定員 24 名 )
【施設サービス】
グループホームやまなみ ( 定員 9 名 )

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)
第１号議案 2014年度事業報告及び決
算、監査報告、損失処理案
決定の件
第２号議案 2015年度事業計画及び予
算決定の件
第３号議案 役員選任の件
第４号議案 2015年度役員報酬決定の件
第５号議案 議案効力決定の件
第６号議案 特別決議の件
※最終議案は6月に決定。議案の追加変更
がある場合があります。ご了承くださ
い。

11 名の代表者によるテープカット
（デイサービスやまなみにて）

有料老人ホーム「やまな
み」の食堂でくつろぐ皆
さん。
「コスモの頃のよ
うに人が集まってくれば
いいね」

この４月オープンした﹁総合ケアセンターいい
じま﹂の完成により一昨年より取り組んだ三大事
業は完成しました︒今後はこの施設を有効活用し
組合員の皆様のご期待に応えたいと思います︒
三大事業成功の為︑この２年間で組合員は純増千
７百人余︑出資金も純増２億４千万円余増やして
いただきました︒この組織を大きくする活動の裏
付けにより事業は計画通り進むことができまし
た︒ありがとうございました︒
政府は今後︑医療・介護事業の縮小︑削減を推
し進めようとしています︒組合員の皆様の一層の
ご支援ご協力をお願いし御礼のご挨拶とします︒

集う
【地域交流】
屋根付多目的広場
（第 1 回こすも市 5/24 開催）
【健康づくり】
健康スタジオやまなみ

竣工式 3/28

２日間で
８００名

オープン前の3月 日︑ 名の来賓を迎え
竣工式が行われ︑来賓として出席された高坂
宗昭飯島町長から︑﹁懸案だったこの商業施
設跡地に︑医療と介護の複合施設建設のご英
断をいただいた︒さらに住民参加による﹃越
百づくり会議﹄の企画で︑5月より﹃こすも
市﹄が毎月開催される︒飯島町として単に施
設の充実にとどまらず︑地域における雇用へ

支える
【医療サービス】
生協診療所いいじま
【在宅サービス】
小規模多機能やまなみ
デイサービスセンターやまなみ
訪問看護ステーションみどり（いいじま
支所）
訪問リハビリテーション
ヘルパーステーションこすも
生協ケアプランセンターこすも
生協相談センターこすも（医療・介護・
福祉のご相談に応じます）

内覧会 3/28〜29

組合員・地域住民期待の中

生協総合ケアセンターいいじま

２万３千人の組合員
と出資金９億円の医
療生協へ前進
どうなる？ 今後の地域医療 ①
﹁地域医療構想＝地域医療ビジョン﹂
策定に向けた協議がスタート
﹁地域医療構想策定ガ
イドライン﹂が3月に公
表され︑﹁医療・介護総
合法﹂に基づく﹁地域医
療構想︵以下 地域医療
ビジョン︶﹂策定協議が
2015年度内の策定を
目指してスタートしま
す︒
﹁地域医療ビジョン﹂に
基づき地域ごとの病床数
が決定される

いるのか

削減﹂﹁医療費適正化﹂
のための手続きではな
く︑地域住民の声が反映
した︑安心して暮らせる
地域づくりのための﹁地
域医療ビジョン﹂になる
よう︑積極的に協議に参
加していきます︒
上伊那生協病院事務長
根本賢一

﹁旧・生協診療所いいじ
ま﹂ 年間お世話になり
ました

﹁身近な診療所で︑気軽
に受診・
きちんと
検 査 ・
いっしょ
に療養﹂
を モ ッ
トーに︑

しまいました︒﹁日本語の
勉強や文化を学べる貴重な
授業です﹂と生徒達からの
声もあります︒ボランティ
アで講師の先生をやってい
ただける方いらっしゃいま
せんか︒
お問い合わせは 組合員セ
ンター︵ ︲8702︶

◆参加費（前期会費）
：1,000 円（初回一括支払いです）

らの病床機能報告制度︒
昨年秋に第1回の報告が
行われ︑厚生労働省で全
国の病床機能が集計され
ています︒②今後︑地域
医療構想調整会議が開催
され地域ごとの協議が促
されます︒この中で地域
住民の意見を聞くことも
予定されています︒③最
終的に長野県﹁地域医療
ビジョン﹂が策定され︑
地域ごとの必要病床数が
決まります︒
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2015 年度 楽・らく水中ウォーク
前期参加者募集

病床機能報告の内容は
厚労省でまとめられ〝
ビッグデータ〟が作られ
ています︒その詳細は不
明ですが︑そもそも上伊
那地域のように︑医師不
足による病床閉鎖などの
実状があっても﹁休眠﹂
病床とみなされてしまう
のではないかという問題
があります︒本来は︑医
療需要に応える﹁地域医
療ビジョン﹂が必要です
が︑圏域を超えて他市町
村に通院や入院する患者
の実態が反映されなけれ
ば︑貧困な医療の追認の
手続きになるおそれがあ
ります︒

健康づくり委員会主催

２０１４年度は３大事業が
完成する年度とし︑その成功
のカギとなる﹁組合員増や
し﹂﹁出資金増やし﹂に︑年
度末に向け﹁ラストスパート
月間﹂と銘打ち取り組んでき
ました︒その結果︑組合員２
万３千人は４月にかかりまし
たが到達し︑出資金は年度内
に９億円台になりました︒ご
協力いただいた多くの皆様に
厚く感謝を申し上げます︒今
後とも︑上伊那医療生協の組
織拡大にご協力をお願いいた
します︒

生協診療所いいじまがオー
プンしたのは1996年4
月 日︒当時の飯島支部
ニュースの〝いのちはぐく
む拠点﹁生協診療所いいじ
ま﹂誕生〟という大見出し
から︑組合員の皆さんの喜
びが伝わってきます︒
それから 年間︑上伊那
南部の医療と介護の拠点と
して発展してきました︒

お問い合せは組合員センター
（79−8702）

理事会

※申込用紙は、組合員セン
ターにあります。

上伊那医療生協

◆募集締切：５月 29 日（金）

ポルトガル語がしゃべれなくても大丈夫！
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温泉入浴もできます）

〜なんでも相談会〜 無料
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（5/19・6/16・7/21）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）

（水中ウォーク後は、

ブラジル人
学校日伯学園
には︑日本語
と日本の文化
を学ぶ日本語
教室がありま
すが︑最近で
は講師の高齢
化︑減少に伴
い生徒達の学
ぶ場が減って

10:00 〜 11:30 ２０名

「ＳＯＳネットワーク上伊那」からのお知らせ

※大芝の湯入館料 500 円を支払いご入館下さい

今後私たちは︑﹁病床

毎月第 2・4（金）コース

日本語講師を募集中
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10:00 〜 11:30 ２０名

生活困窮者の支援を続けている

毎月第 1・3（金）コース

医療需要に応える﹁地域
医療ビジョン﹂になって

（初参加の方：初回のみバンダナ代別途 150 円）

松島支部の組合員さんとジャ
ガイモの収穫（昨年8月）

◆募集人数：４０名

﹁地域医療ビジョン﹂
策定は次のように進めら
れます︒①各医療機関か

所：大芝の湯

介護の﹁こ・と・ば﹂

◆場

名参加

60

HPH活動で交流のある日伯学園より

利用料は少し高額となりま
す ︒ 当 施 設 の 場 合 ︑ 1 ヶ月
万 6 千 円〜 万 9 千 円 か
かります︒
医療・介護保険制度の制
約の中で︑薬代が高くて老
人保健施設へ入れない方︑
介護施設に入れない要支援
の方︑自立の方も暮らせる
場所として当施設をご活用
ください︒空き部屋の一時
滞在サービスも始めていま
す︒
お問い合わせは︑ケアセ
ンターいいじま相談員の田
中までお願いします︒
お問合せ先
︲1230
︵田中ひとみ︶

温水プール

間：2015 年６月〜 2015 年 10 月（毎週金曜日）
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◆期

﹁有料老人ホーム﹂って
どんな施設？
4月からの介護保険改悪
で︑特別養護老人ホームは
原則﹁要介護3以上﹂の方
に入居者が限定されまし
た︒軽度の要介護者︑要支
援者の受け皿として︑有料
老人ホームが注目されてい
ます︒

なみは﹁住宅型﹂になりま
す︒ 歳以上の方ならどな
たでも入居できます︒介護
保険で認定を受けていない
方も入居でき︑また介護が
必要な方は自宅と同じよう
にヘルパーやデイサービ
ス︑小規模多機能サービス
が受けられます︒
現在やまなみでは︑﹁一
人暮らしで夜が不安﹂﹁3
食ご飯を作るのが大変に
なった﹂といった独居老人
の方も入居しており︑入居
しながら自宅へ草取りに
行ったりしています︒
﹁有料﹂というだけあっ
て︑入居には介護保険料で
はみてもらえない家賃や共
益費などが含まれるため︑

13
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りんどう会︵糖尿病患者会︶総会に
上伊那生協病院 清水院長の講演会

体操する参加者の皆さん

第 10 回

有料老人ホームやまなみの
役割
有料老人ホームは︑﹁介
護付き﹂と﹁住宅型﹂﹁健
康型﹂の3形態あり︑やま

13

4/5

操も行われ︑充実した総会
になりました︒
りんどう会は年間を通し
て色々な行事を計画︒5 ／
にはバスハイクを予定し
ています︒
事務 吉原加奈
※入会ご希望の方︑お問い
合わせは生協病院窓口か電
話︵79︲8813︶
24

15

ご協力ありがとうございました
りんどう会では︑
2015年度総会を開き今
年度新たに3名会員が増え
ました︒
清水院長からの﹁糖尿病
合併症／治療の進歩﹂の講
演では︑患者様から質問も
多く寄せられ﹁勉強になっ
た﹂という声を聞くことが
できました︒また管理栄養
師から食事のアドバイス︑
リハビリスタッフによる体
講演をする清水院長

2015年５月（２）

た
ば
り
ろ
い
第154号

新規
事業

宅幼老所﹁長谷﹂

今年 月開設
をめざして宅幼
老所の建設運動
が︑長谷支部と
在宅伊那ブロッ
クの職員を中心
に本格的に始
まっています︒
﹁地域に開かれた頼られる
施設に﹂﹁自分の家のよう
にゆったりと過ごせたら﹂
﹁病気が重くなっても通え
るように﹂﹁お風呂は安心
して入れるように工夫した
いね﹂﹁子どもを預かるこ
とで若い世帯の定住にもつ
ながるといいね﹂などと活

新事業の話題

発な意見が出されていま
す︒
宅幼老所開設委員会を設置
します
長谷支部では運営を支え
る 名のサポーターを募ろ
う︑事業費を抑えるために
は塗装や取り壊しの一部は
組合員で取り組もうと張り
切っています︒5月からは
伊那東部の3支部︵高遠・
手良・美篶︶も含めた開設
委員会をひらき︑運動を広
げていきます︒設計図の検
討がすすんだり︑案内用パ
ンフレットを作成したりと

準備がすすみます︒
在宅伊那ブロック事務局長
山﨑健志

☆5/20(水)10：00〜「親子でハイキング」
場所：大芝「味工房」駐車場
※お弁当など必要な方は各自でご用意
を。雨天の場合は木下公民館
☆6/17(水)10：00〜「腹話術」
場所：木下公民館
似顔絵作家の向山和秋さんから
お問合せは組合員センター（79-8702） 似顔絵のプレゼント（3/18）

﹁NPT﹂再検討会議
要請団へ参加します

へさらに一歩踏み出すため
に︑﹁核兵器禁止条約﹂に
むけた交渉を開始できるか
が最大の焦点です︒
私たち要請団は世界中か
ら集まる人々とともに︑ア
ピール行動や国際シンポジ
ウムへの参加︑署名活動を
通して核廃絶への思いを国
連と世界へ届けます︒出発
に先立ち︑多くの皆様から
カンパや署名などのご協力
をいただき心より感謝申し
上げます︒初の海外で不安
もありますが気持ちを引き
締めて頑張ってきたいと思
います︒︵７月に報告掲載
の予定︶
はびろの里
介護長
山本真吾

わくわく子育てひろば

ニューヨーク
国 連 本 部

﹁NPT﹂とは
1963年に国連で採択
された﹁核不拡散条約﹂の
略称です︒具体的には核兵
器保有や開発を︑米・露・

英・仏・中５ヶ国以外には
認めないものとし︑その代
りIAEA︵国際原子力機
関︶の査察などを条件に原
子力の平和利用の権利が与
えられるという内容で︑
190ヶ国が批准していま
す︒5年ごとに再検討会議
を行うことが定められてお
り︑2000年には﹁核兵
器廃絶への明確な約束﹂︑
2010年には﹁すべての
国が核兵器のない世界の実
現と維持の為に必要な枠組
みを創設する特別な努力﹂
が採択されています︒
核廃絶の思い世界へ
今回は核兵器のない世界

内容は、作って遊ぼう！
（手作りおもちゃ工作）とリズム遊びなどです
日時は、6/13（土）、10/10（土）、12/12（土）
午前９時半〜10時半
場所は、いちごハウス
お問い合わせは いちごハウス（79-9214）

昨年のお楽しみ会の様子

お楽しみ会のお知らせ

切れ味悪くなっていませんか？
包丁を研ぎます！ 1 本 300 円
お願い ☆今年から野菜栽培（食材用・販売用）を始めます。ビニー
ルハウスや、農機具 ( スコップ・立鎌・移植ごて・三角ガマ・ジョウロ・
ハサミ ) で、提供いただける物はありませんか
☆未使用の綿、または真綿 ( 絹綿 ) はありますか。また養蚕をされて
いるお宅を探しております。着物のご提供も随時募集中です
お願いばかりで申し訳ありませんが、ぜひご協力ください！
ご連絡先：090-1865-1749（中村）

長谷溝口にある住宅を改修し宅
幼老所に生まれかわります

桜は少し盛りを過ぎた感もありましたが、明るい湧き
立つようなピンク色に励まされて2時間近くウォーキン
グ。春日神社境内、畑の一角から清水がコンコンと湧き
出る様、伊那部宿街道沿い「長桂寺」のしだれ桜など楽
しみ、皆で完歩す
る事ができまし
た。身近に自然の
四季を感じながら
歩くのは本当に気
持ちの良いものだ
と思いました。
竜西支部
春日公園にて。雨はゴール直前まで
山崎桂子
降らずにいてくれました

この横断幕を持って ニ ュ ー
ヨークをデモ行進し て き ま す

満開の春日公園
「桜を見ながらウォーキング」に12名

シリーズ

箕輪長岡支部 員 の 皆 さ ん の 温 か い ご 協
力に支えられて今日まで
三井秀俊
やってきました︒
現在当支部の組合員加
﹁無理しない︒
入率は世帯比で約 ％︑
しかし継続す
人口比で約 ％と存外高
る﹂活動を
率な事に驚きました︒こ
れは医療生協立ち上げ
時︑当時の長岡区の先輩
の皆様を中心に︑必死で
訪問活動を展開されてき
た成果なのです︒この貴
重な財産の上に少しでも
積み上げを図る事ができ
れば︑と思っています︒
その為にも支部運営委
員やいろりばた配布の担
い手を増やす事が課題で
す︒
﹁無理しない︒しかし
継続する﹂姿勢で今後も
活動していきたいと思い
ます︒
﹁自分自身が患者とし
てより良い医療を施され
たい﹂という願望から︑
﹁患者本位の医療﹂を掲
げる医療生協に共鳴した
ことが組合員でいる事の
理由です︒その点で地域
医療を守るため職員の皆
さんが日々頑張っておら
れる姿に安心と頼もしさ
を感じています︒
長岡支部として組織が
確立したのは2〜3年前
の事です︒経験もなく頼
りない支部長ですが︑有
賀理事さんや支部運営委

ング〜
キ
ー
ォ
ウ
か
や
〜さわ
スタート

10

56

病児保育室
「いちごハウス」
だより

生活リハビリサポートいな より

障がい者支援事業
お宅の包丁

さよなら原発集会＆パレード
いなっせ広場に１００名
ました︒その後︑伊那市街
を歌やシュプレヒコールで
パレード︒天候の悪さもか
えって﹁４年前の原発事故
の被災者はどれほど寒かっ
ただろう⁝﹂と思い起こさ
れて︑改めて被災地福島︑
被災者を忘れず
に︑原発再稼働阻
止・脱原発を目指
す決意を強くしま
した︒
事務 金田恭子
原発に込めた怒
りをプラカード
で訴えました

32

30

今年度の

4/14

﹁春は名のみの⁝風の寒
さよ⁝♪﹂の冷たい強風の
いなっせ広場では︑福島か
ら避難された方の相馬弁で
の詩の朗読など何組かが脱
原発をアピール︒綿あめ＆
ポップコーンの出店もあり

パレードには緑と青のピース
レンジャー？も登場

支部長さん
紹 介 ③

4/25〜30
3/8

フクシマを忘れない！
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大 石

（支援）
清 水

清 水

久 次

久 次

清 水

（支援）

−

−

−

−

−

−

訪問看護ステーションみどり
看護師 田中 順司

綾子
玲
菜那
朱里
友美

角 田

（休診）
久 次 （休診）

※毎週水曜の午前・午後、木曜午前に松本協立病院の久次（ひさつぐ）医師の診療を開始しています。
※毎週月曜の午後に昭和伊南総合病院の山﨑医師の診療を開始しています。
※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。

中村

中村

中村

中村

中村

中村

中村

中村

（予防接種）

（予防接種）

理事の市川さんからの︑
健康づくりや仲間増やし
の話に耳を傾ける職員

4日間の日程で行われた
オリエンテーション︒新入
職員から﹁上伊那医療生協

人余の新入
職員が入職

中村

金

今井

須川

須川

清水

今井

−

−

今井

−

−

新任医師紹介

大 石
ケアセンターいな
事 務 武藤 進
ケアマネジャー
新田 幸子
はびろの里
看護師 浦野
介護士 中谷
〃
竹内
〃
城鳥
〃
根橋

（休診）

−

−

ＨＰＨのとりくみ
ひさつぐ ゆうぞう

久次雄三医師

清 水

ケアセンターいいじま
介護士 中島 真由美
〃
齋藤 夕葵
〃
毛利 佳奈
〃
吉澤 弘剛
〃
村沢 芙美
〃
武重 加代子
〃
中嶋 晃幸
〃
棚田 淳史 ︵6／1付︶

金

︵ヘルスプロ モ ー テ ィ ン グ ホ ス ピ タ ル ＆ ヘ ル ス サ ー ビ ス ︶

はなく︑これらを総合的に
診させていただき︑狭心症
や心筋梗塞を予防していき
たいと思います︒お気軽に
ご相談ください︒

すがわ たつゆき

須川龍航医師
昨年 月より︑生協診療
所いいじまの火曜・水曜の
外来診療と訪問診療を担当
しています︒
︿専門﹀アレルギー・リウ
マチ
︿所属学会・資格﹀日本内
科学会︑日本アレルギー学
会
︿出身﹀大阪
︿趣味﹀ハイキング
︿ひとこと﹀毎週信州を訪
れるのを楽しみにしており
ます︒

大 石

金

※ＰＴ 理学療法士 ＯＴ 作業
療法士 ＳＴ 言語聴覚士

木

（特 診）

上伊那生協病院
小児科医

由実

この4月より︑上伊那生
協病院の水曜・木曜の外来
診療を担当しています︒
︿専門﹀循環器内科
︿所属学会・資格﹀
日本内科学会︑日本循環器
学会︑日本心血管インター
ベンション治療学会︑日本
不整脈学会
︿出身﹀福岡県北九州市
︿趣味﹀野球観戦
︿ひとこと﹀今年の4月か
ら松本協立病院に所属し循
環器内科を担当していま
す︒狭心症や心筋梗塞は︑
高血圧・悪玉コレステロー
ル値が高い・糖尿病などい
わゆる生活習慣病と深く関
わっています︒心臓だけで
◇新入職員紹介◇
上伊那生協病院
看護師 小田切 俊一
〃
堀 清子
〃
柴田 みゆき
〃
堀口 由樹子
〃
森元 瑞葵
〃
山浦 千鶴
〃
大在家しお里
〃
渡邊 沙愛
〃
平松 麻理子
〃
矢野 聖実 ︵5／7付︶
保健師 宮澤 有紀子
介護士 古屋 亜ゆみ
〃
一ノ瀬 健一
Ｐ Ｔ 中村 圭樹
〃
酒井 崇行
〃
早川 茉里奈
Ｏ Ｔ 有賀 俊輔
〃
小林 和宏
〃
小林 遼
〃
高林 由里香
Ｓ Ｔ 市川 智子
検査技師 唐澤 友美
木下 智絵
白鳥 幸輔
太田 善之
相談員
事 務
事 務

水

（受付終了１７：００）

中村

組合員さんによって主体
的に運営され︑必要に応じ
て医療が補佐をする﹁健康
づくり班会﹂のように︑地
域に根ざし地道に継続され
ている活動が︑健康づくり
に大切な役割を担っている
ことは︑ことさらに私が言
うまでもありませんが︑Ｈ
ＰＨの一つのお手本だと
思っています︒健康がつく
るものであるように︑これ
からのＨＰＨ活動も組合員
さんと一緒につくっていけ
ましたら幸せです︒
又︑現在若手のリハビリ
職が中心となり﹁職員の腰
痛対策﹂に取り組んでいま
す︒働く環境の改善もＨＰ
Ｈ活動の大きな柱です︒病
院のような健康をつくる職
場に於いては︑職員の健康
状態は︑提供される〝サー
ビスの質〟に反映されま
す︒こうした実践を通して
自らの職場の健康観にも目
を向け︑患者様への質の良
いサービスと安全に気を配
り︑更には介護するご家族
や︑いたわり合う地域社会
へと輪を広げていきたいと
願っています︒
上伊那生協病院は2012年5月
に国内5番目︵県内初︶のＨＰＨ
認定病院となっています︒

大 石

−

（休診）

木

16：30〜18：30

木

牛山（2・4週）

土

水

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

上伊那生協病院付属診療所長
として在宅医療を支えていただ
いた福冨みずほ医師が︑一身上
の都合により︑3月 日をもっ
て退職されました︒同時に︑当
診療所は休止となりましたが︑
訪問診療・往診は上伊那生協病
院が引き続き行っています︒ま
た付属診療所は医師体制が整い
次第再開を致します︒
患者様︑ご家族様︑組合員の
皆様には大変ご迷惑をおかけ致
しますが何卒ご理解をお願い申
し上げます︒

お知らせ

の歴史と今後の展望︑社会
人のマナー等の話を聞き︑
濃い時間を過ごすことがで
きた﹂﹁上伊那医療生協は
地域の多くの方々に支えら
れているということを強く
感じた﹂と感想が出まし
た︒

夜間診療

水

岩川（1週のみ）岩川（1週のみ）北原（1・3週）

（特 診）

火

15：00〜17：30

火

9：00〜12：00

（休診）

午後診療

月

午前診療

8：45〜12：00

月

午前診療

31

☎0265-79-8813

土

小児科

4/1

☎080-5143-1141
フリーダイヤル 0120-835-333

交代

ー

−

−

16：30〜18：30

夜間

15：00〜17：00

14：00〜17：00

（受付終了１７：００）

火

−

15：30〜17：00

山﨑 （休診）

午後診療

40

10

土
月

午前診療
8：45〜12：00

組合員送迎レインボー

上伊那生協病院

くらし
康
と健
ＨＰＨ︵健康増進活動拠
点病院︑地域サービス︶は
ＷＨＯ︵世界保健機構︶が
推し進める国際ネットワー
クの一つです︒そして︑そ
の加盟病院は︑地域の方々
が健康に働き暮らせるよう
支援する為の︑環境づくり
を使命としています︒
ＨＰＨとして目指すその
環境とは︑病院と︑様々な
健康サービス資源を持つ民
間︑行政︑教育︑そして地
域の人々とが互いに手を伸
ばし合い︑それぞれが持て
る力を発揮し合って健康づ
くりの後押しをする︒その
ような 〝つながり合う場と
人〟だと考えています︒
私たちは誰ひとり生涯の
健康を保障されてはいませ
んから︑生まれ育ち老い生
きていく限り︑自らの望む
健康をつくり続けていかな
ければなりません︒そこで
﹁どうしたら健康に生きら
れるのか﹂という情報を得
られる〝場〟が必要になり
ます︒そして︑その場に
は︑必要な情報を見つけ︑
選び︑それを実践しようと
するときに︑親切に案内
し︑しっかりと併走してく
れる〝人〟の存在が欠かせ
ません︒
4/1、生協総合ケアセンターいいじまの「健康スタジオやまなみ」で入職式が行われました
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木下・西部支部

続けていればおなじみになれ
るかな

3/23

富県支部 総会
3/24

総会後の体操で筋
肉を伸ばして身体
をリフレッシュ

高遠支部
斎藤真希さん

名古屋から高遠に移住して
きた私は︑今住んでいる地区
の外だと︑よく存じない方の
ところへのお届けもあります︒
﹁こんにちはー︒医療生協の
いろりばたです﹂﹁はい︑あ
りがとね〜﹂会話終わ
り・・・︒まあ︑続けていれ
ばそのうちおなじみになって
いけるでしょう︒

配布者
紹 介

ろ

新年度が元気にスタート
始めに、先日亡くなられた支部運営委
員のHさんに黙とうを捧げました。総会は
各班長さんからの活動報告や、今年の計
画を話し合い、簡単な体操や歌なども盛
り込みました。４月、北福地班でお花見
と施設見学班会を行いました。

長谷支部 総会
活動報告する長谷
支部長の横山さん

3/8

長岡支部 総会
4/8

22名参加の「平和を考えるバスハイク」で思う事
満蒙開拓記念館に行き、国家の政策で満
州に渡った人々の、悲惨な歴史を知る事が
できました。この満蒙開拓をテーマにした
映画「望郷の鐘」の最後に「騙す人がいて
騙される人がいたから戦争に繋がった」と
いうフレーズが流れます。これは今の社会
も同じ事が言えるのではないのか。嘘をつ
き悪いことは国民の目から隠し、経済を発
展させる為と言って戦争できる国を目指し
ている今の政府。最後に泣くのは私達国民
であってはならない。
木下・西部支部長 伊沢千加男

長谷支部総会と新春のつどいに26人参加
総会は活動報告と次年度の計画・目標、役員・
総代を承認するとともに、宅幼老所あがっといで
所長さんの報告を聞き、開設への期待が益々高ま
りました。新春のつどいは、手作りの逸品や酒・
コーヒーの差入れもあり、にぎやかなテーブルで
和みました。
長谷支部長 横山良一

木下・西部支部
上古田班会

支部総会を10名参加で開催
昨年度の総括と今年度の活動計画につ
いて話し合い、その中で、4月から介護保
険サービスが改悪され、医療や介護の情
勢が厳しくなり「健康を守る活動がます
ます大切になるね」と皆で話しました。
長岡支部 小山玲子

デイケアなどでお花見企画
毎年のお花見外出は利用者様、患者様
が楽しみにしている企画です。今年は早
い開花時期と悪天候で中止が続出する
中、天候の合間を縫って運よく？桜を楽
しんで来た事業所がありました。
4/4〜22

手良支部

はびろの里デイケア

4/12
芸達者ぞろいの
皆さんです

満開の春日
公園を散策

前半は、桜の下でお花見を楽しむ事が
出来たのはほんの数名。後半は満開の桜
が見られる場所を探して出かけました。
利用者様から「きれいだった」「今日は
このために来たのよ。幸せ」など喜びの
声を頂く事が出来ました。
はびろの里デイケア課長 原秀行

名刹といわれる、手良中坪の山際にあ
る清水庵（きよみずあん）の境内でのお
花見交流会に８名が参加。桜は満開、
歌って、踊って楽しく過ごしました。
手良支部長 高橋 忠

4/14
まぐろが美味しいな♪

飯島支部
北町いきいきサロン班会

4/23

グループホームあおば

花より団子
あいにくの雨なので利用者様と「○っぱ寿
司」へ出掛け、お腹一杯お寿司をいただきま
した。帰り道、車内から桜が咲いている様子
も見れて「たまにはこんなお花見もいいね」
グループホームあおば所長 増井茂樹

19人が「健康スタジオやまなみ」の見学
も兼ねて、体操とマシントレーニングを体
験。木の香りが気持ち良いフロアーで「い
いねいいじま」を踊りました。

健康スタジオやまなみ 本格スタート
スポーツ指導員の西澤さんを講師に迎
え、ストレッチ体操と筋トレマシンの使
い方を教わりました。高齢者でも安心し
てトレーニング出来るマシンは好評で
す。

筋トレマシンの使い方
を指導する西澤さん

桜の咲く季節、近
くの公園にお花見
に。ご家族様と
一緒に桜を見なが
らお話したりダチョ
ウに餌やりもして楽しく過ごしました。
この日のおやつは草もち、桜もちなど季
節を感じる料理に挑戦。利用者様の笑顔
に癒される「あがっといで」です。皆様
も癒されにあがっといで〜。
介護職 望月美智子

健康チェックの後、手作りヨモギ餅をい
ただきながら、これからどんな班会にして
いくか話が出て、「皆が楽しく勉強になる
班会」を目指そうという事に。早速５月下
旬に次の予定を決めました。

手良支部でお花見

あがっといでの玄関先
に咲いたチューリップ

4/15〜20

〜春編〜

みはらしの桜です

あがっといでの四季

4/9

年前︑公民館が主催
した文章講座に参加し︑
講座終了後も書き続けた
随筆を文集として発行し
ているという有賀つぎさ
んに︑満州での戦争体験
をお聞きしました︒

戦争の記憶も文集に
文集には︑子どもの頃
の思い出や︑暮らし︑政
治や社会情勢に日々思う
こと︑旅行記などととも
に戦争の記憶も綴られて
います︒
満州で迎えた８月 日
の暑く長い一日の様子︒
豊富にあった物資を︑ソ
連軍は手当たり次第持ち
去ったこと︒また若い女

ソ連軍の侵攻が始まる
と︑壊滅した関東軍が捕
虜となりシベリアへ連行
されるところも目撃しま
した︒また満蒙開拓団と
して満州に渡った人達
が︑逃げる際に足でまと
いになると︑子どもや女
性を家族の手で殺してし
まったという話も聞いた
と︑終戦の混乱の中で人
間の狂気を見聞きしてき
たそうです︒

女性

歳になられた今でも︑
書道やパッチワーク︑絵
手紙と日々作品作りを楽
しまれています

今は一人暮らし︒デイ
サービスへ通い︑歌を
唄ったり脳トレ体操をし
たり︑また手話ダンスを
していたことから請われ
て皆に教えたり︑﹁考え
たらいい人生だな﹂とし
みじみ語ります︒
運良く生かされたいの
ちを大切に︑感謝しなが
ら前向きに生きる有賀さ
ん︒﹁戦争だけはつくづ
くいやだ﹂と何度もつぶ
やいていました︒
文・鈴木恭子

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︒

遠山征子さん（駒ヶ根支部）

レシピ提供

で︒

日

﹁いろりばたクイズ﹂係ま

タテのかぎ

⑨水の神玄武が守る方角

しょう

⑦ 医 師の 指 示 通 り 飲 みま

⑤不正やごまかしのこと

③ストーンは石︑
ロックは？

の幸

② 静 岡 県 由 比 が有 名 な 海

洗い

☆締め切り︑ 月

⑩瑠璃色をしたヒタキ科の小鳥

①外から帰ったら○○○手

⑧おみくじ、
かろうじてよかった

子社員は暴行されないよ
うみな丸坊主にして︑少
年用の服を着て難を逃れ
たという話もありまし
た︒

歳

引き揚げを待って
有賀さんは︑ソ連軍か
ら逃げるように満州の地
を転々とし︑比較的治安
の良い鞍山︵あんざん︶
に落ち着きました︒日本
への引き揚げを待ってい
る間︑ロシア語を勉強し
て通訳のようなこともし
てきたそうです︒まだ若
かったからか︑現地の人
にも可愛がられ親切にし
てもらったと︑運が良
かったことを感謝してい
ました︒
たいです︒
箕輪町

◆わが家の健康レシピを母
が切り取り見せてくれまし
た︒栄養バランスが良く新
しく家庭をもった私には
ピッタリ︒助かりました︒
箕輪町
歳 女性

⑥鮭の卵

随筆集に綴る戦争の記憶

満州でのこと
﹁つくづく思うけど︑
戦争は絶対いやだ﹂お話
はこの言葉からはじまり
ました︒
飯田の女学校を卒業し
た有賀さんは︑当時満州
政府の役人だった叔父に
勧められ︑南満州鉄道株
式会社に電話交換手とし
て就職しました︒
まもなく終戦となり︑
◆新しい診療所になったの
でもう少し午後の診療を多
くして欲しいです︒
飯島町
歳 女性

◆組合員を訪ねての戦争体
験に涙しました︒Ａ級戦犯
が善良兵士と一緒に祀られ
ている事も理解できません︒
箕輪町
歳 男性

④葉が鍬に似た食材

87

◆岩川先生の文章は心の持
ち方の参考になります︒こ
だわりを捨ててゆったりと
自分の心の動きも楽しんで
生きていけば良いのだと思
いました︒
箕輪町
歳 女性

①「五月蝿い」
なんて読む？

文集はこのほかにも10数冊。
詩や川柳、童話まであり、有賀
さんの感性が光ります

◆大根とこんにゃくのジャ
コ炒めを作ってみました︒
さっぱり味が酒の肴にベス
トマッチ！晩酌の量がいつ
もより増えてしまいました︒
宮田村
歳 男性

瑞保︵箕輪町︶

金子 友之︵伊那市︶

酒井美恵子︵箕輪町︶

灘

米山 千勢︵飯島町︶

当選者
北澤 和雄︵駒ヶ根市︶

☆第１５３号のこたえ
﹁シンキロウ﹂

者のお名前を添えて下さい︒

組合員家族の方は組合加入

10

ヨコのかぎ

「山うど」豆知識
高さは約 2〜3m に成長
し、「ウドの大木」という
慣用句もあるが、木ではな
い。芽吹いた小さな頃には
山菜として利用できるが、
大きくなると食用にも木材
にも適さないことから例え
とされたと言われている。

６

読者のひろば
◆﹁ケアセンターいいじ
ま﹂の内覧会には夫婦で行
こうと思っています︒健康
スタジオも農作業の合間に
通って健康づくりに励みた
いです︒楽しみです︒
駒ヶ根市
歳 男性

◆﹁宅幼老所﹂長谷の開設
が決まり大変嬉しいです︒
で応募できる様にして頂
FAX
ければ嬉しいです︒
伊那市
歳 女性
◆歩いて行ける医療生協で
すのでとても助かっていま
す︒色々の病気と関わりな
がらもう少し元気で過ごし

〈ヒント〉入江ですが深海です
⑩

つくり方
①ウドと人参を４〜５cmくらいの千切り
にする
②フライパンにサラダ油を入れて①を炒め
る
③火が通ったら砂糖を少々入れ、タカの爪
入りしょうゆとみりんをまわし入れ、汁
がなくなるまで炒める。
※少量づつ冷凍保存して、解凍後に炒めな
おすと美味しく食べられ便利です

栄養量（一人分）
エネルギー 60kcal
タンパク質
1.2g
脂 質
3.1g
炭水化物
6.7g
食物繊維
1.5g
塩 分
1.0g

材料（4人分）
ウド………200〜300g
人参………５０g
サラダ油…大さじ1杯
砂糖………少々
みりん……少々
タカの爪入りしょうゆ※
…………大さじ1と1/2杯
※タカの爪をきざんで
しょうゆで浸けておいたもの

字をつなげると一つの言葉になります。
⑨
⑧

17

◆地元の生協ケアセンター
いいじまの充実した設備や
多目的広場等今から楽しみ
にしています︒
飯島町
歳 女性

クロスワードを解いて二重枠に入る文
⑦
⑥

山うどのきんぴら
⑤

15

旬の食材を美味しくいただく〜

脳を い き
いき
④

29
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わが家の
健康レシピ
③
②
①

69

83

66

62
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