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白鳥政徳箕輪町長からご祝辞
をいただきました

清水信明上伊那生協
病院長よりあいさつ

募集要項：「平和」に関する絵はがきや川柳、俳句、短歌、
ポエムなど表現方法は自由（ペンネーム可）
応募方法：ハガキ・メール・ＦＡＸ等（住所・氏名・年齢・
電話番号をお書きください）
☆いろりばたに紹介した方には記念品をお送りします

0265-77-0237
0265-77-0105
0265-95-1010

23,037人
14,016世帯
9億126万円
39,122円

31

命と平和︑健康と人権守る運動を
あらゆる場面で広げよう

28

上 伊 那 医 療 生 活 協 同 組 合 の第 回 通 常 総 代 会 が ６
月 日に行われました︒総代会には総代に選出され
た１８０人中︑書面議決も含め１７２人が出席し︑
オブザーバーや役職員も含め２７３人が参加しまし
た︒安倍内閣の﹁戦争法案﹂や介護保険改定などへ
の対応に反対し︑いのちと健康を守る運動を強めて
いく事︑３大事業を軌道にのせる事などを討議︒事
業報告・決算・今年度方針案・予算案など７つの議
案が提案され︑すべてが賛成多数で採択されました︒
︵総代会報告の詳細は次号にてお知らせします︶

第 回通常総代会

上伊那医療生活協同組合の今年度目標は︑﹁誰もが生き生
き﹂笑顔で長寿のまちづくりです︒日々︑いのち輝く社会実
現を目指して活動していきます︒
しかし安倍首相は今︑安保関連法案を国会に上程し︑会期
を大幅延長して採決を強行しようとしています︒この間の国
会論戦で︑法案の本質が明らかとなりました︒
１︑世界のどこであれアメリカが戦争に乗り出した場所に日
本が弾薬や武器の輸送を行い︑攻撃されたら戦闘し︑若者
が﹁殺し︑殺される﹂ことになること
２︑日本がどこからも攻撃されていないのにアメリカの戦争
に自衛隊を参戦させ︑海外で武力行使を行うことを可能に
すること︒アメリカの戦争に一度も反対したことのない政
府が︑拒否できるはずがないこと
世界に誇る憲法９条を壊し︑海外でアメリカといっしょに
戦争する国づくりは︑どんな仮想敵国をつくり不安を煽って
も合理化できるものではありません︒これまでの政府の憲法
解釈を根底から覆したこの法案は︑国会で自民党推薦の参考
人や元内閣法制局長からも﹁憲法違反﹂と批判されていま
す︒どの世論調査でも圧倒的多数の国民は︑法案に反対また
は不安視しています︒上伊那の市町村議会は︑法案そのもの
や今国会での成立に反対する意見書を次々と上げています︒
戦争法の強行は︑﹁いのちと健康を守る﹂民医連運動を踏み
にじる暴挙と言わざるを得ません︒私たち上伊那医療生活協
同組合は︑総代会の名において戦争法案廃案のため国民的共
同を広げ︑反対世論を盛り上げるよう全力で取り組むことを
表明します︒
﹁戦争法案許すな﹂
﹁憲法・平和・いのち・暮らし輝く社会へ﹂大きく前進する
よう︑全力をつくします︒
２０１５年６月 日
上伊那医療生活協同組合
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小林伸陽理事長の総代会あいさつ
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FAX 0265-79-8796
TEL 0265-79-8702

医療・介護・福祉のご相談は
生協相談センターあおば

0265-86-5778
0265-89-1230

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324
〒399-4601

ISO 9001 認証法人

0265-79-8813
0265-79-1400
【上伊那郡箕輪町】
上 伊 那 生 協 病 院
訪問看護ステーションみどり（本所）
【伊那市】
生協総合ケアセンターいな
老人保健施設はびろの里
生協ケアセンター春近なないろの家
【上伊那郡飯島町】
生 協 診 療 所 い い じ ま
生協総合ケアセンターいいじま
◇組 合 員 数
◇世 帯 数
◇総 出 資 額
◇平均出資額

第155号
（１）2015年７月

平和を願うメッセージを募集

楽器演奏のステージを観る参加者とダン
スの出番を待つ子ども達

地元龍真太鼓の迫力ある和太鼓演奏

新規
事業

宅幼老所﹁長谷﹂

溝口区の集会
所に地元から
戸中 名が参
加︒中山理事の
経過報告︑ケア
センターいなの
山﨑事務長から
施設の概要と
月オープンまでの日程が説
明されました︒
高齢化が進むなか身近に
施設ができ︑利用できる事
を参加された皆さんは心待
ちにしている様子でした︒
福祉関係者の方からは︑宅
幼老所ならではの枠にはま
らない柔軟な運営と︑地域
の人が優先して利用できる
よう要望が出されました︒
一方︑施設付近の道路は狭
12

6／ 地元説明会が行
われました
19

新事業の話題

なりました︒地域密着サー
ビスの小規模多機能やまな

シリーズ

第1回
﹁こすも市﹂
に１０００人
きました︒会場には地元農
産物や手作り品など 店舗
22

ケアセンターいいじま﹁屋根付き多目的広場﹂で大成功

﹁越百づくり会議﹂が１
年以上かけ検討・準備して

が出店︒歌︑踊り︑マジッ
クなど 演目の多彩な発表
や︑アイタウンの﹁ワンコ
インサービス﹂も大好評︒
組合員の皆さんや地域の親
子連れ︑ケアセンター入居
者などが楽しみました︒
お問い合せは﹁生協総合ケ
アセンターいいじま﹂ 電
話89︲1230

診療所待合室で骨密度
などの健康チェック

︵日︶ 時〜

時

月まで毎月開催予定︶

﹁こすも市﹂今後の日程
︵

時

時間変更されています

﹁木の香りがし
ていいね﹂﹁平屋
は高齢者にやさし
いね﹂と見学に来られた方
から感想をいただきまし
た︒移転・新築した生協診
療所︑デイサービスともに
患者・利用者様が増え︑グ
ループホームやまなみは定
員に達し︑有料老人ホーム
やまなみは2人部屋に空き
があるものの個室は満室に

開設して3か月
が経過しようと
しています

︵日︶ 時〜

注

15
14

７／
８／

11

10

33
10

テナント棟（左の建物）を建設中です
（７月完成予定）

12

11
19
30

生協総合ケアセンター
いいじま
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医師確保のためあらゆる情報提供を
組合員の皆様に訴えます

上伊那生協病院は、3月末に付属診療所所長が退職し、4月以降1名減の医師
体制で診療にあたっています。訪問診療（往診）は病院内に統合し、はびろの
里中川医師、生協診療所いいじま今井所長の協力も得て継続しています。
長野県民医連の医師部会等で検討をしていただき、3月期の緊急支援に加え、
4月〜9月までの半年間、4階病棟へ医師の派遣を受けることができました。現
在10月以降の支援終了を見越した既卒医師確保対策の為、既卒医師対策会議を
発足。理事会、支部運営委員会、班会等で情報提供を呼びかけたり、紹介業者
からの情報で既卒医師と面談をしています。
この様な取り組みにより、定期非常勤医として２名の医師が着任されました
が、新たな常勤医の着任の予定は現在ありません。医学生対策は、医学部奨学
生だった医師が４月から長野中央病院で初期研修を開始。５年と３年の同奨学
生は民医連医療活動への確信を深めています。
組合員の皆様、上伊那の医療・介護を将来担う医学生と、既卒医師の情報提
供をお願い申し上げます。
上伊那生協病院 事務長 根本賢一

2015年７月（２）
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く︑冬季は凍結すると危険
なので対策を取るよう要望
も出され︑地元の人たちと
話し合いながら対処してい
くことになりました︒﹁宅
幼老所開設を契機に︑地元
の活性化と周辺の環境改善
に向けて︑共に協力してい
きましょう﹂と組の総務
︵組長︶である坂野さんは
話されていました︒
長谷支部

地元中山組の集会所に集
まった皆さんに施設の説明

みには利用者様の受け入れ
可能です︒健康スタジオや
まなみでは班会や専門講座
が開かれています︒6月か
らは3か月利用券の販売も
開始され︑低料金で連日利
用される方も増えました︒
ケアセンターいいじま
は︑医療・介護・福祉・健
康づくりの拠点としてこれ
からも地域に貢献していき
ます︒
生協総合ケアセンター
いいじま
事務局長 辰野栄一

私たちの職場を紹介します

第１回
生協ケアセンター春近
﹁なないろの家﹂

﹁なないろに輝ける人生を
共に歩む﹂をモットーに

開設して4年目を迎えま
した︒﹁なないろの家﹂の
特徴である﹁地域密着型
サービス﹂は︑住みなれた
地域で暮らすために隣近所
や地域の皆様と共に協力し
合い子どもから大人まで良
い地域づくりを目指すこと
を目的としています︒

事業内容は
﹁小規模多機能居宅介護﹂
と﹁認知症型グループホー
ム﹂の２つです︒﹁小規模
多機能居宅介護﹂は通い・
訪問・泊まりのサービスが
あり︑その人に合わせた柔
軟なサービスの組み合わせ
をします︒﹁グループホー
ム﹂は入所して暮らしを共
にします︒どちらも利用者
様個人個人のペースに合わ
せた対応を職員が行いま

5月︑春富中学校の学生さんが
職場体験にきました

橋詰施

す︒
この事業は上伊那医療生
協で初の取り組みとなり︑
現在﹁ケアセンターいな﹂
と﹁ケアセンターいいじ
ま﹂は﹁なないろの家﹂の
経験が活かされています︒
﹁地域密着型サービス﹂
はこれから最も求められる
事業です︒利用者本位の介
護サービスを組合員・ボラ
ンティアの力を借りながら
職員一同目指していきたい
と思います︒
なないろの家
施設長 橋詰桂子

外出企画︵後列左端
設長︶

長い間お世話になりました

今総代会をもって退任さ
れた理事・監事のご紹介
︵１面関連記事︶
百瀬 深︵常務理事︶
小川陽三︵理事︶
中村 操︵理事︶
上柳明美︵理事︶
神野則子︵理事︶
太田範子︵理事︶
白鳥 忍︵理事︶
辰野栄一︵理事︶
宮原 強︵監事︶

とメキシコ軍縮大使が︑
﹁国際法と正義のもとに

人間の運動を構築しよ
う﹂とアメリカの委員
が発言︒米英仏からは
反核デモ行進の様子が
伝えられると会場から
大きな拍手が湧き︑国

際的な反核の動きは本当
に大きく広がっているこ
とを実感しながらの帰国
となりました︒
はびろの里
介護長 山本真吾

ノー！﹁戦争する国﹂
生 か そ う！平 和 憲 法
6・ 上伊那大集会

要︑国会情勢等をタイム
リーにかつ憲法の規定を
解説しながらわかり易く
お話しいただきました︒

憲法問題学習講演会
﹁憲法をどう学ぶかー私たちに今できる事﹂
生協病院待合室に１６０名
信州しらかば法律事務
所・元衆議院議員の木島
日出夫弁護士を講師に行
われ︑﹁戦争法案﹂の概

10

12

﹁日本を戦争する国にさせな
いために憲法を学び︑まもる
取り組みが今こそ正念場で
す﹂との言葉に参加者は真剣
に聞き入っていました︒

講演する木島弁護士

つくる活動を進めてきま
長谷支部
した︒この2年間は
横山 良一
200人の組合員増やし
と200万円出資・増資
待 ち に 待 っ た をめざして奮闘し︑今年
﹁宅幼老所﹂開設 3 月 末 に は 組 合 員 1 8 2
をめざして
人︑新規の出資・増資
153万円になりまし
た︒当初︑旧保育園の建
物など開設候補地を諸般
の事情で断念する中︑昨
年 月の理事会で伊那市
ブロックの支部長さんの
応援もあり︑待ちに待っ
た長谷の﹁宅幼老所﹂
が︑溝口中山組の空き家
を改修して開設される事
になりました︒６月の地
元説明会では︑期待と好
意的雰囲気を感じる事が
でき︑今年 月の﹁宅幼
老所﹂オープンをめざ
し︑8月から民家の改修
工事が始まります︒
自然豊かな田舎でのん
びり暮らそうと︑８年前
東京三鷹市から長谷に移
住︒医療生協とは︑かな
がわ医療生協に始まり︑
東京の北多摩中央医療生
協の組合員として 年以
上関わってきました︒長
谷に来て中山さんに勧め
られ上伊那医療生協に加
入︑その後支部運営委員
を受け︑支部長を中山さ
んから引き継いで3年目
になります︒
長谷支部は2012年
月より﹁宅幼老所﹂を

支部長さん
紹 介 ④
10

ニューヨーク国連本部
核兵器反対署名5035筆を持って
﹁NPT﹂再検討会議要請団に参加してきました

﹁NPT﹂再検討会議
の要請団は︑核兵器廃絶
を願う世界中の人々と共
に︑集会パレード︑シン
ポジウムへの行動・参加
を行うのが目的です︒世
界中から集まった633
万6205筆の署名を︑
フェルーキ﹁ＮＰＴ﹂議
長らが受け取り﹁核軍縮
は市民一人ひとりの行動
があってこそ︒それは署
名です﹂と力強いメッ
セージがありました︒シ
ンポジウムでは﹁核廃絶
の機運が高まっている﹂

上伊那からは 名が参加

19

おらほのお寺の﹁おっ
様﹂も呼びかけ人で︑政
治的立場や組織の違いを
超えて戦争法案反対の一
点で集まる集会と事前に
聞いていたので︑はたし
てどうかなという思いも
ありました︒しかし︑見
事期待に反し︵期待どお
りかな︶会場あふれる
350人もの大集会とな
り驚きました︒こんなに
多くの人が戦争法案反対
の一点だけで集まれるの
だから︑様々な
立場の違いを乗
り越えて反対の
声を上げていけ
ば︑きっと︑戦
争法案をつぶせ
るだろうなと確
信しました︒
宮田支部
小林宏美

30

９条の会（事務局）の皆さんはじめ、
お寺の住職、教会の牧師、議員、弁護
士など多彩な呼びかけ人により満席と
なった宮田村民会館

ＮＯ！
﹁戦争する国﹂ 生かそう！平和憲法
長野市ひまわり公園に２８００人
た︒決して﹁戦争する
国﹂にさせてはならな
いと思いを新たにしま
した︒

被災者の方やオール沖縄
の反基地運動の方々と連
帯できて良かったです︒
竜東支部 齋藤敏実

ＳＴＯＰ安倍政権
６・ 大集会に参加して

居ても立ってもいられ
ず︑安保法案反対の声を
上げるべくバスに乗りま
した︒中川から辰野まで
大型バス満席で東京の臨
海広域防災公園に向かい
ました︒ 度を超える暑
さの中︑全国から戦争法
案反対の声を上げようと
集まった1万6千人の
人々がそれぞれの立場か
ら︑ストップ安倍政権を
訴えました︒福島の原発

40

年後の長野県の
医療・介護を考え
るシンポジウム
松本

６/21

10

上伊那から 名余が参加

長野県医療団体連絡会主
催で行われ︑県からの山本
衛生技監︵医師︶の講演で
は︑社会保障・税の一体改
革︵社会保障の充実・安定
化と財政健全化を同時に実
現するための改革︶を受
け︑地域のおける医療連
携・かかりつけ医・地域包
括ケア等について県の構想
が示されました︒このシン
ポジウムには介護家族やそ
れに携わる看護・介護職
員︑行政職員等255名が
参加︒県の医療・介護の現
状と今後を共有することが
できました︒今後も地域に
則した取り組みを交流し︑
真の地域包括ケアシステム
﹁誰もが自分らしく安心し
て住み慣れた地域で生活で
きる社会﹂を長野県で創っ
ていけたらと思います︒
上伊那医療生協
介護部長 山口とよ子

in

30

6/13

６/19
６/26

13

30

100歳反戦ジャーナリ
ストむのたけじさん︵後
列に 曽 我 中 川 村 長 ︶

﹁戦争法案﹂をストッ
プさせる一点で︑長野県
じゅうから集まり上伊那
からは 人以上が参加︒
100歳のジャーナリス
ト〝むのたけじ〟さんの
力強い反戦への訴えに会
場は大きく励まされまし
70

約1万人が参加したパレードでは上伊那か
ら持って行った横断幕を持ってフランスの
団体と一緒に「No, more WAR!」と何度も
叫びながら行進（右端：山本介護長）

4/25〜30

「声をあげるのは今でしょう」平和を求める各地の行動に参加
６/７

第155号

た
ば
り
ろ
い
（３）2015年７月

中村

中村

中村

中村

（予防接種）

（予防接種）

須川

清水

今井

−

−

今井

−

−

え ん げ

中村

長野県民医連主催
看護学生１年生対象の
交流会に 名参加

水

木

大 石

大 石

清 水

大 石

大 石

（支援）
清 水

清 水

久 次

久 次

清 水

（支援）

−

−

北原（1・3週）

−

−

−

−

牛山（2・4週）

−

−

−

金

嚥下障害による
ご え ん せ い
誤嚥性肺炎を予防しましょう

須川

16：30〜18：30

今井

夜間診療

奨学生含む
医学生・看学生 名
﹁へき地医療﹂フィール
ドワークで地域包括ケア
を学ぶ

中村

（特 診）

上伊那生協病院
言語聴覚課

中村

（受付終了１７：００）

小林由実子

例年よりも多い参加数で
大変賑やかな交流会になり
ました︒いちご狩りに行っ
た﹁みはらしいちご園﹂で
は﹁美味しかった﹂﹁違う
看護学校の学生と交流がで
きて良かったです﹂と笑
顔︒生協病院の見学では
﹁明るい雰囲気で沢山の工
夫があってすごいと思っ
た﹂﹁こんな病院で働いて
みたい﹂など嬉しい感想が
寄せられ︑その後ケアセン
ターいなで民医連の紹介や
グループごと学校の情報交
換を行いました︒これを
きっかけに奨学生の誕生︑
そして当院で働いてくれる
看護師が誕生することを期
待します︒
上伊那生協病院
看護学生担当 吉澤美保

中村

（休診）

金

9：00〜12：00

食べ物による誤嚥よりも睡
眠時の誤嚥のほうが誤嚥性
肺炎の大きな原因である︑
と言われています︒嚥下障
害は肺炎以外にも栄養低下
を起こしたり︑食べる楽し
みを奪ったりし︑元気で楽
しく生活できなくなってく
るのです︒

訪れた下伊那郡阿南町新
野は人口約1200人の小
さな集落です︒今回新野診
療所の原政博医師ほか︑阿
南町長︑民生課長︑社協の
会長などにご協力いただき
ながら︑へき地医療のあり
方を考えました︒団塊の世
代が 歳を迎える2025
年を見据え厚労省が進めて
いる﹁地域包括ケアシステ
ム﹂は︑小さな自治体の消
滅誘導であると同時に︑今
ある現場の医療・福祉のあ
り方を根本から変えてしま
いかねない問題だと危惧さ
れています︒学生たちは
﹁地域社会の存続は地域ケ
アパワーに依存するの
か？﹂というテーマで話し
合い︑様々な側面から地域
包括ケアとこれからの医
療・福祉を学び考えまし
た︒また新野伝統の文化に
も触れ︑充実したフィール
ドワークとなりました︒
医学生担当 矢澤浩彰

小脇 裕大

中村

2015 年７月更新

〒399-4601 箕輪町中箕輪木下 11328-4

中村

土

木

午前診療

水

保険調剤薬局 民医連加盟 処方せん調剤

火

E-mail：keyaki@dia.janis.or.jp（担当／辰ノ口）

金

15：00〜17：30

月

TEL：0265-71-3654

木

8：45〜12：00

13

◇新入職員紹介◇
はびろの里
介護職

…長く勤めると有利な給与体系

水

けやき薬局
ソレイユ薬局

けやき薬局

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

＊勤務開始時期・勤務時間・待遇等は面接でご相談させていただきます。お電話、もしくはメールにて気軽にお問い合わせください。

（特 診）

火

（パートさんも可能です）

※6 月より毎週月曜の午前に中村医師の診療を開始しています。

勤務地■箕輪町中箕輪 時間■８：45〜18：45（交代勤務あり） 休日■日・祝（４週７休）
給与■賞与年３回、昇給年１回、勤続手当、職員共済（医療費補助・福利厚生）他、各種手当有り

（休診）

午後診療

月

午前診療

土

小児科

正社員２名

※清水医師・大石医師の診療は予約制となっており、ご要望にお応えできない場合があります。
※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。

薬剤師募集

土
火

−

−

−

交代

ー

−

−

16：30〜18：30

夜間

15：00〜17：00

（休診）
久 次 （休診）

14：00〜17：00

（受付終了１７：００）

2016年度採用は看護師・介護職・薬剤師・リハビリ職

15：30〜17：00

山﨑 （休診）

角 田

午後診療

8/5
（水）・8/20
（木）・9/19
（土）

2016年度 就職説明会及び採用試験

☎0265-79-8813

せ

月

午前診療
8：45〜12：00

☎080-5143-1141
フリーダイヤル 0120-835-333

問い合わ
詳細はお さい
くだ

5/16
村田看護部長の話に耳
を傾ける学生たち

組合員送迎レインボー

上伊那生協病院

急募

75

38

夏間近 涼しげな夏服とそれに合うバッグはいかが？
着物地で作っています。バッグは大きさを指定して
作ることも可能 (A４の書類が入る・紐の長さの調整
など )1500 円〜 2500 円程度
しおり（写真）は表が手作り切り絵、裏は着物地。
革のしおり紐がついて 200 円。読書の楽しみに！
☆着物や未使用の綿、草かき ( 柄の長いもの ) を探し
ています！ ご連絡先：090-1865-1749 担当 : 中村

誤嚥性肺炎を起こさない習
慣をつけましょう
①まず姿勢です︒おなかが
つぶれて背中が丸くなるよ
うな姿勢は︑気づかないう
ちに肩やのどに力が入りす
ぎ︑飲み込みの滑らかな動
きを阻害します︒おなかに
しっかり力を入れ︑良い姿
勢を心がけましょう︒
②次に口腔ケアです︒肺炎
はお口の中の細菌が大きな
原因です︒時には歯医者さ
んで歯石を取ってもらい︑
毎日の歯磨きの中では舌も
お掃除して下さい︒歯磨き
ついでに鏡の前で顔や口︑
舌の体操をすると表情も若
がえります︒
③もう一つは体力・抵抗力
です︒体力がないと誤嚥し
た細菌に打ち勝てません︒
栄養をしっかり取って丈夫
な体を保ちましょう︒
まだまだ大丈夫！と油断
せず︑今日からやってみて
下さい︒

生活リハビリサポートいな

くらし
康
と健
・唾液が急にのどに入り︑
咳込 む
・飲み込むのにちょっと努
力を 要 す る
・飲み込んだのにのどに
残っているような気がす
る
・食べるのに時間がかかり
疲労 し ︑ 食 欲 が 落 ち た
・痰がからんだようなガラ
ガラ 声 に な っ た
・夜中に咳込むことがある
このような症状はありませ
んか？風邪が長引いている
から⁝と思っていても︑も
しかすると嚥下障害かもし
れません︒食べたり飲んだ
りする動きはとても複雑
で︑脳血管障害や加齢でう
まく働かなくなることがあ
ります︒
嚥下障害で怖いのは食べ
た物や唾液が肺に入り︵誤
嚥︶︑肺炎を起こしてしま
うことです︒
時には誤嚥していてもム
セる反射が起こりにくく︑
気づかないこともありま
す︒また︑
寝ている間
に唾液や鼻
汁が呼吸に
ともなっ
て︑少しず
つ肺に入っ
ていくこと
睡眠時に起き
もあるよう
ている誤嚥
です︒実は
障がい者支援事業

5/9〜10
前列中央が原医師

2015年７月（４）
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私も配っています
26
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〝痛（いた）気持ち良く”普段使っていない筋肉が動きました

18名参加で賑やかく

定例で班会を開ける工夫も報告
総会に約１８名が参加。活動目標を
「死ぬまで元気でいようね」として、こ
の１年多くの班会やお誘い活動をしてき
ました。定例で活動する班からは「今は
マレットゴルフで汗を流し、節目には食
事会など皆が長く集まれるよう工夫して
頑張っています」と報告がありました。
お茶会の後みんなで健康体操をして楽し
いひと時をおくりました。
支部運営委員 武田浩

ラジオ体操で疲労した筋肉をほぐしました

「なないろの家」で草取りとラジオ体操
早朝５時から12人の組合員と草取り作
業を行い、６時半から朝の清々しい空気
の中、作業を見守っていた入所者や職員
の皆さんも一緒になってラジオ体操をし
ました。同支部では13日に「ケアセン
ターいいじま」を見学後、東伊那の「ふ
るさとの家」で支部総会を開催、終了後
の昼食懇親会で親睦を深めました。
東春近支部長 渡辺光博
６/９

ング〜
キ
ー
ォ
ウ
か
や
〜さわ
箕輪町北小河内

松島支部 天竜班会

健康チェックとリハビリ職員による体操
は興味深くて楽しくできました。リハビリ
サポートの手作り昼食も「美味しい」と皆
大喜びでした。総会では支部長が山崎から
菊池さんに交代になる事が承認されまし
た。後日参加者から「勉強と食事付で生協
は良い事をしてくれてありがたかった」と
連絡がありました。
竜西支部長 山崎桂子
飯島支部総会

6/6

6/3

太極拳で身体をリフレッシュ

新しい施設に期待よせ ４２名参加

松島支部でケアセンターの見学に行っ
た車中、３人集まれば健康チェックがで
きる事が話題になり、近所の人たちと
やってみたいということで実現。自分の
健康状態や塩分摂取量もわかって大いに
盛り上がり、今後も続けていこうという
事になりました。
飯島支部 北町班会

西澤国広さんを講師に迎え、体操と脳
トレを教わりました。会場は爆笑の渦。
次回までに一層美しくなることを約束し
ました

はびろの里

5/23

今回の慰問コンサート、遠く須坂からご夫婦で
参加された方からのお手紙を紹介します。「感動
の涙が止まらず、隣にいた主人も『お前が泣くか
ら俺も泣けるじゃないか』と目頭にハンカチを当
てる姿に『この人で良かったな』と確信、たくさ
んの感動を頂いて帰ってまいりました。素晴らし
い企画のコンサートをありがとうございました」

大変お世話になりました

いろりばた編集委員長
寄せて
退任に

先般開かれた総代会での理事
退任に伴い︑いろりばた編集委
員長も退任させて頂くことにな
りました︒ 年間︑多くの組合
員に読まれ親しまれる紙面に︑
また医療生協活動や事業の内容
を知って頂き︑﹁役に立つ﹂い
ろりばたにと︑編集をしてきた
つもりです︒
至らぬ編集委員長でしたが︑
編集委員の皆さんのご協力で何
とかやってくることができまし
た︒今後とも︑組合員の皆さん
のご意見︑要望を聞き︑親しま
れる編集に心掛けていければと
考えます︒
長い間︑本当にお世話になり
ました︒

百瀬 深︵辰野支部︶

12

地域訪問を重ね149名の新組合員を迎え
る中、ケアセンターいいじまが遂に実
現。今年はさらに全戸訪問を進めていく
ことや、ボランティア募集の呼びかけの
提案がありました。最後に太極拳をやっ
て「健康スタジオやまなみ」の利用を促
しました。

お医者さんが作詞作曲する医療系バンド「ハート
フルホスピタル」コンサート今回で３回目

6/25

ラベンダーの香りに包まれながら記念撮影

町の東山山麓を参加者１９名は、中
央アルプス、伊那谷を眺めながら古刹
を巡りました。長岡支部長の三井さん
の案内で建築物の歴史の話を聞きなが
ら上ノ平城跡までしっかり歩きまし
た。

5/29

6/6

美篶支部総会

長年美篶支部を支え
てきた橋爪支部長の
退任挨拶
今年度からは畑義治
さんが支部長を務め
ます

木下・西部支部
古谷文子さん

6/８

6／28総代会にて理
事の退任あいさつを
する百瀬さん

第155号
竜西支部総会

車では気付かない発見があり
ました

今年の４月より配布をして
います︒普段︑車での生活の
ため 部を歩いて配る事で︑
今まで気付かなかった自然や
家々の庭に咲く花に四季を感
じ︑ホットな気分に包まれま
す︒新たな人々との出会いも
楽しみにしております︒

配布者
紹 介

ろ

ボーカルの赤澤先生（右端）は、普段は名古屋の病院で
働く内科医。詩は医師としての経験から「病気の予防」
「命の尊さ」など実話を元に作成

﹁叔父の出征時の遺書﹂

昭和一八〜一九年︑米
軍は南太平洋のガダルカ
ナル︑マーシャル・ト
ラック︑サイパン・グア
ム島を攻略しました︒こ
の地域での戦死者は一〇
万人を超えています︒

食材まめ知識

で︒

渋谷 博子︵伊那市︶

白鳥 久子︵伊那市︶

新井 正一︵宮田村︶

後藤 和子︵箕輪町︶

当選者
小澤久仁子︵辰野町︶

☆第１５４号のこたえ
﹁スルガワン﹂

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︒

富県支部

砕﹂しました︒
叔父の戦死は三月二五
日︑ルソン島となってい
ます︒享年二三歳でし
た︒若い有能な青年が︑
なぜこれほどまでに﹁お
国﹂のために命を懸ける
ことができたのか︒命︑
財産︑その他すべてを犠
牲にする国家体制の在り
方に私は疑問と怒りを覚
えます︒

②金属は英語で

③書類などを処理する仕事

⑨赤︑青︑黄は○○の三原色

⑥積んで遊ぶ木のおもちゃ

子

④小麦粉を練って油で揚げた菓

⑪キャンドルの原料

いたずらに失った若い命

私たちは戦後︑この悲
惨な経験と世界の英知を
結集して︑﹁日本国憲
法﹂という貴重な宝を手
にしました︒最近この宝
を壊そうとする動きが急
ピッチで進んでいます︒
私たち平和を愛する者
は︑何としてもこの動き
を止めなくてはいけませ
ん︒﹁戦争﹂は絶対にし
てはなりません︒
︵寄稿︶

⑩地表の水で覆われていない部分

私の叔父は︑太平洋戦
争末期の昭和一九年九月
陸軍に志願して︑激戦の
行われていたフィリピン
に出陣しました︒出征に
際して写真のような遺書
を残しました︒
﹁大君の辺にこそ敷かむ
山櫻 志つく石をも玉と
砕けむ﹂

る学校でした︒叔父は中
等学校在学中から﹁お国
のためにつくしたい﹂と
いう熱烈な意志と願望を
もっていました︒
昭和一八年四月陸軍獣
医学校に入学して陸軍少
尉に任官されました︒陸
軍獣医学校在学中の日記
には︑﹁本年は最重大機
なり︒帝国軍人としてな
すべき事自ら明らかな
り︒必ずや米英の非望を
粉砕せん︑反省なきとこ
ろ進歩なし︒昨年最終日
の区隊長の訓話われ胆に
銘じて動ぜず⁝﹂とあ
り︑一刻も早く戦闘の第
一線にたって︑天皇陛下
のために身命を捧げると
いう︑当時の日本軍の心
意気が吐露されていま
す︒
一九年十月から︑叔父
の戦死した西南太平洋の
戦闘は最も激戦が行われ
た地域でした︒フィリピ
ン︑レイテ沖海戦により
日本軍はほとんどの艦船
を失いました︒日本軍は
この時期から﹁特攻﹂戦
術を始めましたが︑いた
ずらに若い命と飛行機を
失うだけでした︒二十年
一月︑米軍はルソン島に
上陸し︑一ヶ月に及ぶマ
ニラ市街戦の後︑三月三
日︑日本軍は力尽き﹁玉
えると心配になってきます︒
箕輪町
歳 女性

タテのかぎ

⑧蚕の繭から作られるのは？

①鉄棒で足から蹴り上がる

⑦缶詰の容器はスチール缶と○○○缶

レシピ提供

栄養量（６人分）
エネルギー…1367kcal
タンパク質…32.2g
脂質…46.8g 糖質…46.8g
食物繊維…15.1g
カリウム…588㎎
リン…588mg 塩分…4ｇ

⑤「蝸牛」何と読む？

お国のために
叔父は︑出征時二十二
歳で︑陸軍獣医学校の学
生でした︒陸軍獣医学校
というのは︑現在の防衛
大学校に相当する学校
で︑学生は軍隊に入隊し
て獣医としての隊務と将
校としての技能を習得す

女性

女性

女性

③その時々で値段が違う

竹松孝子さん・
戸田あや子さん
（班会で作ってみました）

ゴマは栄養の宝庫
ゴマの成分の半分以上は脂質で不
飽和脂肪酸を多く含み、必須アミ
ノ酸含有のタンパク質、またカル
シウム、ビタミン B1・E、鉄分、亜鉛、
食物繊維も多く、栄養的には理想
的な食品。ゴマは硬くて粒そのま
までは消化されにくいので、栄養
をうまく取り入れるには、すりゴ
マやねりゴマなどにすると消化し
やすくなります。しかし高カロリー
でもあるため、食べ過ぎには注意
して下さい。
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読者のひろば

歳

歳

◆読み始めたばかりですが︑
色々の情報があり楽しみで
す︒
飯島町

歳

◆ケアセンターいいじまが
オープンしました︒いずれ
は皆さんのお世話になって
暮らすことになるかもしれ
ない施設ができ大変うれし
い限りです︒町としても集
う場所ができた事で終わり
ではなく﹁こすも市﹂など
町民一人一人が新しい催し
にアイデアを出し合って活
性化につなげていきたいで
すね︒
飯島町

①ホオジロ、
ジンベイといえばどんな魚の種類？

出征時の叔父
清水里美

◆健康レシピを楽しみにし
ています︒ウドのきんぴら
は我が家でも良く作る１品
です︒旬の食材を使った地
元の料理を紹介してもらえ
ると有難いです︒
箕輪町
歳 女性

ヨコのかぎ

つくり方
①材料をすべて投入し、よく混ぜる
②①に水を少しずつ加え、しっかりこねる
③②を１５gに切り分け、棒状にしてさら
の楕円形の「せんべい」状に薄く伸ばす
（麺棒でも手のひらでも伸ばせます）
④180℃に熱したサラダ油に「せんべい」
を入れ浮き上がったらサラダ油を160℃
に下げ、カリカリになるまでゆっくり揚
げる。
※こねあげてから揚げるまで長い時間をか
けると、発酵し始めきれいに揚がりませ
ん。作業は手際よく、手早くがポイント
です

８

らない事ばかり︒死ぬまで
学びの連続ですね︒学びは
楽し！
箕輪町

◆今度の更新で支援になっ
てもデイサービスあおばに
行けるか心配です︒
伊那市
歳 男性
◆地域医療ビジョンに基づ
き地域ごとの病床数が決定
されるとの事︒上伊那地域
は医師不足で病床が削減さ
れそうだとか︒先の事を考

〈ヒント〉京都の名所
⑪
⑩

字をつなげると一つの言葉になります。
⑨
⑧

◆クロスワードの答えが︑
私の実家の近くに桜エビで
有名な由比や駿河湾がクイ
ズになっていたので応募し
ました︒何分で答えが出る
か毎回挑戦しています︒こ
れも脳トレのためです︒
伊那市
歳 女性
◆クロスワードクイズで
﹁五月蝿い﹂︵うるさい︶
の読み方を初めて知りまし
た︒何年生きても人生は知

⑥

出征に際し
ての遺書

材料（6人分 作りやすい分量）
薄力粉………200g
白ごま………40g
黒ごま………40g
砂糖…………40g
塩……………4g
水……………100cc

クロスワードを解いて二重枠に入る文
⑦

ゴ マ せ ん べ い
脳を い き
いき
⑤

73

ほんのり甘くて歯ごたえしっかり

わが家の
健康レシピ
④
③
②
①

回

戦後国から授与
された『勲六等
単光旭日章』

62

74

35
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60
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79 才）

久志さん（駒ヶ根市市場割
清水
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