絵手紙

43,669
1,510,542,500

川崎区 佐藤 邦江

日の﹁第

性など︑治療を受けられる

回組合員活動交流集会﹂

︶に︑現地での活動や医療生協の活動との接点

アフリカのタンザニアの医療機関で３年間活動︑その後ロンドンで社会疫学を勉
強した久地診療所の弓野綾医師︵
などについてききました︒弓野医師は︑１月

ージです︒私は都市部から
に残っています︒

状況にない人達の姿が印象

時間かかるタボラ州にあ

約８００㎞離れた︑バスで

で海外の経験から学んだことなどについて講演をします︒

ーどうして
タンザニアに？
る聖アンナ・ミッション病
院と︑タボラ大司教区保健

ーイギリスで学んだ
社会疫学とは？
社会疫学とは︑そ

れだけその人の健康状態に

などいろいろな要素が︑ど

丁寧に医師の診察や看護師

の人がいて︑軽い症状でも

細やかで︑たくさんの職種

使えるなど驚くこともあり

ます︒タンザニアの方が日

本よりずっと貧しいし︑生

死に関わる苦労も多いよう

に見えますが︑人は日本や

イギリスよりも朗らかで幸

せそうなのはどういうこと

なのかなと不思議に思いま
す︒

私は︑医療生協で

ー 医療生協の
活動との接点は？
弓野

活動する組合員さんを見て

いて︑誰かの健康問題に関

わろうと思うなら︑医療だ

して患者さんグループと一

緒に︑活動の改善を目指す

ときに活かすことができま

した︒

社会疫学で︑人とのつな

がりがある人の方がより健

康でいられると学びました

が︑イギリスで勉強の傍ら

参加したホームレスや移民

の健康のためのボランティ

ア活動でも︑その実例を見

ました︒川崎での組合員活

動も︑健康について学ぶだ

けでなく︑人とのつながり

を保って健康を維持するた

めにも大切だと思います︒

﹁第

回組合員活動交流

日︵土︶午

時から午後４時まで︑

集会﹂が１月

前

川崎区にあるサンピアンか

わさきで行われます︒午前

中は弓野医師の講演や︑組

合員の活動報告︒午後は健

康や平和︑社会保障をテー

マとした分科会がありま

す︒手芸コーナー︑コーヒ

ーを飲みながら交流する場

所や︑組合員手作りの作品

展示なども予定していま

消費税が ％

に な っ て︑﹁ キ

ャッシュレス決

済だとお買い物

がお得！﹂など

10

２００７年から川

崎医療生協で働くなかで︑
事務所で医師として活動し

弓野

ー タンザニアと日本
の人が﹁どんな国のどんな
の医療や暮らしの
家族のもとに生まれたか﹂︑
違いは？
﹁どんな教育を受けたか﹂︑

が素敵な町でした︒ただ︑

関わってくるかを研究する

候補にあがり︑試しに現地
に行きました︒そこで人の
温かさと現地語︵スワヒリ
語︶のわかりやすさが好き
になり︑タンザニアに行く
ことを決め２０１５年から
３年間滞在しました︒

タンザニアは︑人

ー どんな所で活動を
したのですか？
弓野

口が日本の約３分の１︑面
積は日本の約２・５倍︑降
水量は日本の半分以下で︑
広大なサバンナに少ない人
がまばらに住んでいるイメ

す︒オープニングには︑富

士見中学校の吹奏楽部の演

奏も予定しており︑１日楽

しめる集会です︒申し込み

や問い合わせは医療生協組

織部０４４ ２６６ ７５

10

とマスコミで大騒ぎし
て︑﹁ そ ん な 口 車 に 乗 る
か！﹂と最初は思ってい
ました︒が︑レジに並び
キャッシュレス決済をし
ている人を見ては﹁同じ
ものを買っているのに︑
なんで俺の方が多く払わ
なくちゃいけないんだ﹂
と︑うらやましくなった
りしました︒ならばスマ
ホアプリのペイペイにで
も登録してみようと思
い︑登録を始めましたが
何回挑戦してもエラーが
出るのでやめて︑結局現
在も ％を払い続けてい
ます︒しかし︑こんなサ
ービスも今年の６月で終
了︒期限の切れた後はオ
リンピックで大騒ぎをし
ている中︑みんなが ％
を払うようになります︒
この半年のためだけにペ
イペイを活用するのはや
めようかなと思いながら
正月を過ごしています︒
期限という点では︑川崎
医療生協新聞は︑今年も
組合員と地域の住民に役
立つ記事を期限などなく
掲載して︑人と人がつな
が り︑﹁ 地 域 ま る ご と 健
康づくり﹂をサポートす
る新聞づくりを進めま
す︒昨年は新しい編集委
員を２人迎えて編集委員
会もパワーアップしまし
た︒読者からの魅力ある
投稿も掲載しながら︑親
しまれる新聞づくりを目
指します︒
編集長 城谷 創一

〈お願い〉 住所（住居表示変更含む）や家族の変更がありましたら、本部までご連絡ください。

青い空

10

弓野
在日外国人の患者さんや路
ていました︒

ータボラで印象に
残ったことは？

上生活の患者さんの病気の
背景にどんな生活や人生が
あるのかに興味を持ちまし
た︒その後︑発展途上国で

医療を支える電気・水・器

学問です︒社会疫学を学び︑ けを通じて一人で対処する

日本の医療はきめ

材・人材がとても不足して

のではなく︑地域の人や医

弓野

いて︑マラリアに感染して

人の健康は一時の治療や対

療福祉職などいろいろな人

タボラは人の笑顔 ﹁どんな仕事をしているか﹂

ち︑公益社団法人日本キリ

も薬代や治療費が払えない

策だけでどうにかなるもの

と協力することが大切だと

弓野

スト教海外医療協力会︵Ｊ

ために受診をためらい︑よ

ではなく︑それまでの生活

気づかされました︒この点

の医療協力活動に興味を持

ＯＣＳ︶の派遣医師に応募

うやく︑病院に来ても到着

背景を理解しながら時間を

は︑慢性疾患外来をタンザ

の説明があり︑薬や検査も

後半日で息をひきとる子ど

かけて関わることが必要だ

したところ︑タンザニアが

もや︑ＨＩＶに感染してい

タボラにある聖アンナ・ミッション病院で患者の診療をする弓野医師

11

新年号

静岡市出身。富山大学を
卒業後、川崎協同病院で初
期研修を行い、その後久地
診療所で家庭医療科の医師
として勤務。趣味は旅行と
コーラス。今まで訪れた国
は15ヵ国。教会の聖歌隊で歌っている。タ
ンザニアでの活動は朝日テレビ「こんなと
ころに日本人」で紹介された。

ニアで立ち上げたとき︑他

３２まで︒

−

23

との思いをより強くしまし

25

25

ても︑夫にわかったら離婚

１月25日（土）

23

弓野 綾

の職種の人や地域の人︑そ

10

36

た︒

川崎医療生協の
組合員活動交流
集会で講演

−

Ⓒ JOCS

タンザニアで医療活動に
従事した弓野医師が語る

つながりで健康を考える

15

になると治療を望まない女
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川 崎 医 療 生 協
（ 昭和45年３月20日
第三種郵便物認可）
２０２０年１月１日
（１）

途上国 でも日本 でも人と地域 の

川 崎 医 療 生 協
（ 昭和45年３月20日
第三種郵便物認可）

２０２０年１月１日

第６４１号

理事長 桑島 政臣

⑥川崎セツルメント診療所

①川崎協同病院

昨年８月に土地・建物を購入
しました。ますます地域から頼
りにされる診療所を目指すとと
もに、新しい事業や患者さんに
とって利用しやすい地域交流ス
ペースを設けるなどのリニュー
アルも検討していきます。
久地診WAKUWAKU増資
へのご協力もよろしくお願いし
ます。

いつでも・どこでも・誰にでも質
の高い家庭医療を提供できることを
目標にここ数年取り組んできまし
た。今年はその総まとめの年にした
いです。昨年からは乳幼児健診も開
始しましたが、今年は子宮頸がん検
診も始めたいと思っています。

昨年10月に地域のニーズに合わせ
た病棟に変更と、病棟の内装工事を
実施して利用者からは「キレイにな
って利用しやすくなった」と好評で
す。今後も皆様に選ばれる病院目指
して職員一同頑張っていきます。

⑩あさお診療所
昨年、あさお診療所では医師
体制がかわり、例年のレディー
ス健診開催、地域の方たちと認
知症カフェのオープン、区内の
介護事業所と学習会の開催など
を行いました。今年も地域のみ
なさまから信頼される診療所を
めざして、スタッフ一同頑張り
ます。

⑧介護老人保健施設
樹の丘
「地域よりそい型老健」
を目標に、いつでも皆様の
身近にあり、困ったときに
頼りになる事業所を目指し
ま す。
「無差別平等の地域
包括ケア」実現のために、
今年もとりくんでいきます。

⑦坂戸診療所

②大師診療所

昨年30周年を迎えました。外
装も変え、車いす用トイレも新
設しました。昨年５月には、竹
内啓哉所長を迎え、所長交代の
会と30周年記念の催しを行い、
心温まるつどいとなりました。
今年も、よろしくお願いいたし
ます。

大師診療所は川崎医療生協発祥の
診療所です。地域に根差して70年、
これからも赤ちゃんから（小児科）
高齢者まで（訪問診療・デイケア）
あたたかくサポートする診療所を目
指します！
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田

小
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田園
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南
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線

Ⓑ京町藤崎グループ

Ｃ
6

・デイサービスきょうまち
・藤崎地域包括支援センター
・京町地域包括支援センター

・なかはらケアプランセンター
・なかはら訪問看護ステーション
・デイサービスみやび
・なかはら看護小規模多機能ホーム
介護保険の申請から、自宅での介護サービスの調整、
通い・泊まり・訪問サービスなど幅広く支援いたします。
お気軽にご相談ください。

Ａ 2
Ｂ4 １3

地域の皆さんが安心
していつまでも元気に
過ごしていけるよう、
医療・介護の連携を取
りながらお手伝いして
いきます。職員一同、
笑顔を絶やさず本年も
頑張ります。

Ⓓ北部グループ
・溝の口ケアプランセンター
・樹の丘地域包括支援センター
・たまヘルパーステーション虹
・たま訪問看護ステーション
「暮らし寄り添い
型事業所」として、
皆様の医療・介護・
暮らしの
「困りごと」
に対応します。介護
の相談はいつでもご
相談ください。

京
急
本
線

Ⓒなかはら在宅
サポートセンター

JR
東
海
道線
・
京
浜東
北線

原

田

小

東
急
東横
線

所長が交代し、新たな体制で地域の
皆さんを支えられるよう努力していき
ます。
（訪問看護ステーション）
。
みなさんに寄り添い、365日地域の
皆さんを支えていきます！
（ヘルパーステーション）
。
介護のこ
となら何で
もご相談く
ださい。
（ケ
アプランセ
ンター）

③協同ふじさきクリニック
クリニックの１階にある「健康推
進道場」では、体操教室や太極拳、
健康マージャンなどを毎日おこなっ
ていて誰でも参加できます。玄関入
ってすぐ左側のガラス壁に、スケジ
ュールが書いてありますので、１階
受付職員へお声かけください。

Ⓐおおしまグループ
・おおしま訪問看護ステーション
・おおしまヘルパーステーション・虹
・おおしまケアプランセンター

川崎医療生協

⑨久地診療所

（２）

今年もよろしく
おねがいします

新たな医療構想を描いて

％に上がり︑ま

号で甚大な被害が出るな

10

あけましておめでとうございます︒

号︑

21

10

昨年は５月１日から元号が令和に変わりまし

号︑

19

た︒ 月１日からは消費税が

た台風

ど︑生活に大きな影響を与える事件がありまし

た︒さらに︑年末にはアフガニスタンで活動中

の中村哲さんが亡くなるという悲しい事件もあ

りました︒一方︑ラグビーＷ杯では日本が８強

に入り︑国中がワンチームになりました︒

今年は７月から９月まで︑
東京オリンピック・

パラリンピックで日本中が大いに沸くことでし

ょう︒しかし︑私は宴の後を心配しています︒

次は大阪万博︵２０２５︶に向けての資金投入︑

それに関連した医療ツーリズムや統合型リゾー

ト︵ＩＲ︶問題などが予想され︑地域包括ケア

システム実現︵２０２５︶にも大きな影響があ

るのではと考えています︒

多くの医療機関の経営状況の困難は続き︵一

般病院の１／３以上が赤字︶
︑医療分野の賃金

の伸びが他産業に比べ悪いといわれているにも

かかわらず︑残念ながら２０２０年の診療報酬

の改定は全体でマイナスと発表されました︒昨

年久地診療所の土地・建物を取得し︑今年当医

療生協は新たな医療構想のもとで再出発しま

す︒本年もよろしくお願い申しあげます︒

15

毎月１日一回発行

5

④生協歯科クリニック
昨年は、老健樹の丘に歯科衛生士
を派遣。協同病院での摂食嚥下チー
ムを立ち上げました。今年は「口腔
機能低下症」の診断と機能回復のア
ドバイスや、
「舌圧測定とお口の話
し」で班会にも伺います！

⑤京町診療所
台風で被災した皆さまに、心より
お見舞い申し上げます。いつ、どこ
で発生するかわからない災害への備
えが大切です。新しい一年、京町診
療所では災害対策マニュアルの見直
しなど防災に力を入れて行きます。

各事業所への連絡は

☎044-270-5881
川崎医療生協
本部まで

川 崎 医 療 生 協
（ 昭和45年３月20日
第三種郵便物認可）

２０２０年１月１日

【材料（４人分）】

んなで川柳﹂にたく

昨 年 一 年 間︑
﹁み

たようなことではな

と︑マスコミで聞い

っているようなこ

モアや人情味が川柳には欠

り小なりなにがしかのユー

す︒いずれにしても︑大な

柳もまた別の味がありま

た光景や人情をとらえた川

とのほかに︑ほのぼのとし

る︒ユーモラスな部分と︑

まやその手摺にすがってい

が想像できます︒それがい

とは思っていなかったこと

ろん本人は︑手摺など使う

摺をつくったころは︑もち

よ！﹂を逆手にとっていま

ーっと生きてんじゃねー

る！﹂での決まり文句﹁ボ

番組﹁チコちゃんに叱られ

牧岡さんは︑人気テレビ

ころも川柳の醍醐味です︒

子供に叱られて自虐的に喜

さんの投稿をいただ

ーソス︵哀感︶が伝わって

んでいることを︑暗に批判

す︒旬の話題に切り込んで

くチクリを痛いところをつ

きます︒

しているようです︒同感す

時の流れとともに自分も歳

なにげない日常に

くようなユーモアがほしい

川柳は︑いま世の中で大

かせません︒批評といって

潜む意外なことや︑

ところです︒

ほえましい色気が感じられ

はやりのようで︑新聞各紙

い︑作者独自の視点

じめ︑最近の世相を

あたりまえだと思っ

こうした観点から︑一年

ます︒しかし︑この川柳の

でもコーナーがあります︒

きました︒政治や社

とらえた句︑健康や

て見過ごしている事

間に投稿された川柳のなか

てだけでなく︑いい意味で

から編集部では︑
鎌田さん︑ 主人公は︑イケメンに対し

います︒この番組で大人が

高齢に関わる句が目

実を掘り起こすとこ

乾さん︑牧岡さんの３作品

風刺にしろユーモアにし

をとってしまったというペ

立ちました︒

ろも川柳の魅力で

他人の目を意識できる人だ

ろ︑形にするのは容易くは

も︑ただ攻撃するのではな

川柳を成立させる

す︒
﹁言われてみれ

を２０１９年の﹁みんなで

と想像してしまいます︒作

ありません︒しかし︑それ

です︒

要素のひとつは︑鋭

川柳大賞﹂に選びました︒

者の年齢を考えると︑いつ

﹁男はつらいよ お帰り 寅さん﹂

日時 ２月９日（日）午前９時〜12時
場所 川崎市産業振興会館10階第２会議室

−

全国ロードショー

（川崎区渡田新町３−２−１）

問い合わせ
☎03-3360-8021
全日本建設交運
一般労働組合
首都圏労災職業病
相談センター

会問題への風刺をは

い批評精神です︒と

ば 確 か に ⁝⁝﹂
︑

三人には副賞として図書券

だけに頭のトレーニングに

騒音のある現場や工場内で長年働い
たのが原因で、職業病になっているか
もしれません。
−

乾さんの作品からは︑ほ

風刺や皮肉で政治や ﹁ へ ぇ ー︑ な る ほ ど

きには毒気も含んだ

ね﹂と︑読んでいて

までもきりっとしていたい

騒音性難聴かも

日時 １月12日（日）午前９時〜12時
場所 かわさき健康づくりセンター２階会議室

川崎医療生協組合員は１０８０円でチケ
ットを販売しています︒申し込みは１月
日まで☎０４４ ２６６ ７５３２

A3

20

る人も多いのでは︒

社会問題をすぱっと

を進呈します︒

振動病（白ろう病）かも

削岩機、チェンソー、刈払機など、
振動の激しい機械を長時間にわたり使
用することで、血管、神経、骨などに
障害が起きます。

「聞こえが悪い」
「耳鳴りがする」
年のせいかな？？

（幸区堀川町66−20）

思わず頬が緩んでし

A2

そういえば…手や腕が
「冷たい」「痛い」「しび
れる」何か変かも？？

Q3 お悩み

切る姿勢です︒しか

アスベストは、長い潜伏期間を経て肺
がんや中皮腫などを引き起こします。
じん肺は粉じん現場を離れてからでも
進み、いろいろな合併症を併発させます。

風邪でもないのに
「咳こむ」
［息苦しい」
これって？？

Q2 お悩み

アスベストまたはじん肺かも

もなります︒今年も振るっ

A1

という気持ちがあるのでし

Q1 お悩み

鎌田さんの作品は︑正統

これらの病気は労災保険で治療・休業・障害などの補償が受けられ、退職後でも申請できます。

まうような句ができ

このような症状はありませんか？悩んでいませんか？

し︑鋭いというだけ

製造業・建設業・土木業・林業・石材業・自動車整備・造船・鉄工・アスベスト関係現場などで働いた皆さん

て﹁みんなで川柳﹂に苦心

無料

ょう︒少ない文字数で読み

労災職業病健康相談会

派といった感じの川柳で

お知らせ

の作をお寄せください︒

１日の野菜の摂取目標は350ｇ！今回の料理で一人約130ｇの野
菜が取れます。お正月の定番のお雑煮にたっぷり野菜を入れて
目標量を目指しましょう。おもちの代わりにうどんを入れれば
五目うどんになりますよ。ぜひお試しを

手にあれこれ想像させると

♥一口メモ

す︒親のためとおもって手

❶鍋に分量の水をいれ、昆布をつけておく。（１時間ほどおく）
❷鶏もも肉は細切り、春菊は４㎝の長さに切る。にんじんとだいこん
は皮をむき、４㎝の長さで細切りにする。しいたけは石づきを切り
落とし薄切りに、えのきは石づきを切り落とし、２等分に切る。油揚
げは熱湯（分量外）をかけて油抜きをし、半分に切って細切りにする。
❸鍋を火にかけ、沸騰直前に昆布を引き上げる。
❹沸騰したら火を止めて、かつお節を入れる。
❺かつお節が沈んだら、ざる・ふきん等でこして鍋に戻す。
❻鍋にみりん・酒・鶏肉を入れ中火で煮る。
❼煮立ったら、にんじん・だいこん・しいたけ・えのき・油揚げ・春
菊を入れて煮る。
❽火が通ったらしょうゆを入れて混ぜ合わせ、火を止める。
❾もちはトースター等で焼く。
❿もちとつゆを器に盛って、完成

れば大成功です︒

批評やおかしなこ

【作り方】

ではなく独自性が必

要です︒だれもが言

・切りもち
４個
・鶏もも肉
100g
・にんじん
100g
・だいこん
100g
・しいたけ
４個
・えのき
１株
・春菊
１/２束
・油揚げ
１枚
・水
800㏄
・薄口しょうゆ 大２
・みりん
大２
・酒
大１
・かつお節 適量（目安：約20g）
・昆布
適量（目安：約10g）
１人分 250kcal 塩分1.5g

鎌田 克子

川崎協同病院栄養科 西山 香織

乾 巻恵

牧岡 英夫

《野菜たっぷり関東風お雑煮》
《

賞

親のため
こさえた 手 摺に
我 す がり

野菜を食べよう！①

賞

第６４１号

鏡みる
ハンサムケアマネ
訪問日

賞

第14回

ぼーとね
生 きてき たけど
ダメですか

からだにやさしい料理

毎月１日一回発行

﹁みんなで 川柳﹂大賞２０１９発表

（３）

（５）

２０２０年１月１日

（ 昭和45年３月20日
第三種郵便物認可）

川 崎 医 療 生 協

ゴール

チェックしてみよう！

口呼吸チェック
無意識にいつも口を開けている

かかりつけ歯科医を
持ちましょう！

朝起きた時にのどがヒリヒリする
口を閉じると、あごに梅干し状のシワができる
食べる時、クチャクチャ音を立てる
歯の咬み合わせが悪い

スター ト

止まらなかった
マスもよく読んで
フレイル予防を
心がけましょう！

定期的に
歯科検診を
受けましょう！
！

毎月１日一回発行

チェックしてみよう！

フレイルとは？

いびきや歯ぎしりがある

フレイルとは英語の
「Frailty」からの造語で
「虚弱」という意味です
健康と要介護の中間の状
態をいいます

サイコロを振り
出た目の数だけ
進みましょう！

タバコを吸っている

３マス
戻る

１品

５分前の事が思い出せない

スタート
へ戻る

川崎医療生活協同組合 健康づくり委員会

フレイル予防

で
階段 トに
ヘ
ヘト

楽しみながら
フレイル予防

タンパク質を摂って、転倒や骨折をしづら
い身体づくりにつなげましょう！

1951年の大師診療所
設立から69年
これからも
川崎医療生協は
生協は
地域の健康を
康を
支えて
いきます！
！

全員で３回

筋力低下予防トレーニング

あいうべ体操
操

社会参加
気持ちがふさぎがちになり
外出がおっくうになる

組織部で

販売中（
700円）
044-266
-7532

運動

１マス
進む

オーラルフレイルとは、口の
虚弱こと。口の虚弱は、身体
の虚弱のはじまりの一つです

体力低下

フレイルの
悪循環

小松トレーナーと一緒に

オーラルフレイルとは？

体力や筋力が低下
判断力や認知機能も低下

活動性低下

３マス
戻る

太ももやお尻の筋
肉を意識しながら
屈伸する。ひざが
前に出ないように
気をつける

ス
２マ
進む

栄養バランス低下

くわじま
せんせいも
ピロピロ

044−266−7532

全員で３回

グ
キン
ー
ウォ えて
鍛
足腰 ル予防
イ
フレ

食欲がなくり
十分な栄養がとれない

やってみよう！

組織部

ひざの屈伸

食事
ロングピ
ロピロで
腹筋と表
情筋を鍛
えよう！

久地診療所
ＷＡＫＵＷＡＫＵ増資
キャンペー実施中！

やってみよう！

ࠨࠗࠦࡠߣ㚤ࠍߏ↪ᗧߊߛߐ

＋

食パンに…
「ツナ缶とマヨネーズを和えて」のせる
「ハムやスライチーズ」をのせて
トースターで焼く

保存版

く
ろ
すご

１回
休み

でタンパク質アップ！

例）食パン・ジャム
コーヒーの
食事に

ウォーキング等の運動を週１回以上していない

※３つ以上あてはまったら…

歯並びが悪い、または前歯が出ている

＋

以前に比べ歩く速度が遅くなってきた

ここ２週間わけもなく疲れたような感じがする

激しいスポーツをしている

ス
プラ

６ヵ月間で２〜３キロの体重減少があった

口腔内の乾燥で歯周病
やインフルエンザにな
りやすい。
ばい菌の入った空気が
直接肺に入るため肺炎
になりやすい。

口臭が強い

※１つでもあてはまったら…

フレイルチェック

口呼吸だと…

くちびるがよく乾く

第６４１号

１マス
進む

虹のブックレット
「オーラルフレイル
予防で健康長寿」
寿」
（500円）
で勉強しよう
組織部で販売中
044−266−7532

チェックしてみよう！

オーラルフレイルチェック
フレイル予防には
①「あー」と口を大きく開く
②「いー」と口を大きく横に広げる
③「うー」と口を強く前に突き出す
④「べー」と舌を突き出して下に伸ばす
※①〜④を１セットとし
１日30セットを目安に毎日続けよう

台所に立つことが
つらくなっていませんか？

運動

買い置き出来る食品を上手に
活用しよう！

食事

大豆類：納豆
卵類 ：温泉卵、卵豆腐
ズ
乳製品：ヨーグルト、チーズ

社会参加
全てが重要です

６ヵ月で２〜３㎏以上の体重が減少した

フレイルの悪循環とは
外出が減り➡運動量が減り➡
筋力低下➡食欲が減り➡
栄養不足に➡元気が出ず➡
気持ちもふさぎがちになり➡
外出が減る
の繰り返しで、フレイル
（虚弱）が進行すること

お茶や、汁物でむせたり、咬めない物が増えた
り、食べこぼしがある
口の渇きが気になり、腔内が不潔である

５マス
進む

班会や
歌声喫茶に
参加！

抜けた歯がそのままになっている
肉、魚、野菜が食べにくく感じるようになった
※３つ以上あてはまったら…

３マス
戻る

（４）

貧民層の生活を改善しよう

資本主義の発展から生じた
ードを描きました︒そのな

ツルに参加していたエピソ

も﹃雲の都﹄の中で亀戸セ

む︱

にて 朝な夕なにいそしま

かおる

和の楽園に

高き文化の花

としました︒
かには川崎セツルのことも

清き床

の 楽 園 ﹂﹁ 高 き 文 化 の 花 ﹂

は４番の歌詞に﹁民主平和

シリーズ やさしい﹁医学の歴史﹂

1876 1928

大正から昭和にかけて活躍した医師たち⑥

野口 英世

世となりました︒１８７６

して２００４年から野口英

↓伊藤博文↓夏目漱石︑そ

千円札の顔は︑聖徳太子

学博士の学位を授与され︑

４年に東京帝国大学から医

年に京都帝国大学︑１９１

での評価も高く︑１９１１

ル賞候補になります︒日本

黄熱病で殉職した医師

年に福島県猪苗代町の貧し

１９１５年

年ぶりに帰国

い農家に生まれ︵幼少時の

)

備え︑平間小学校から分離

富士の霊峰遠白し

ここに童

のフレーズが出てくるとこ
ろです︒
きっとこの先生は︑

やけどを負

のいろりに落ちて左手に大

名 は 清 作 ︶︑ 一 歳 半 頃 に 家

叙せられました︒同年 月

賞授与︑そして勲四等にも

すると︑帝国学士院賞恩賜

９７年︶に合格し︑晴れて

８ ９ ６ 年 ︶︑ 同 後 期︵ １ ８

験前期︵１

医師開業試

苦学の末に

けながらも

の手術を受

い︑複数回

で黄熱病の研究中に自ら感

２８年西アフリカのアクラ

しかし残念なことに１９

はアフリカに出張します︒

ジャマイカ︑１９２７年に

キシコ︑ペルー︑
ブラジル︑

に関わり︑エクアドル︑メ

降は主として黄熱病の研究

に再び渡米︑１９１８年以

丘の上の路上で一夜を明 ︵ ひ た ち お お た ︶ の 母 の 実

キロはあったか︑見

は不通︒通信方法はなし︑

近であった︒もちろん電車

われ︑更に家族は離散し︑

が︑やがて勉強の自由は失

と小学校で勉強を始めた

います︒翌年に来日したペ

８年に名を英世と改名して

所に勤務しました︒１８９

染病研究所︑横浜海港検疫

埋葬されました︒同墓地に

ス区のウッドローン墓地に

にニューヨーク・ブロンク

メリカに運ばれ︑６月 日

第２２７回

(

古市場小学校は１９４７

国の理想をこころ

学生たちは︑勉強会︑子
少し出てきます︒この川崎
︶年に人口増加に

げた後にセツルメント診療

校歌から地域を見てみよう
ども会︑保育園︑青年会︑
セツルは︑東大生が引き揚 ︵ 昭 和

教育活動を行いました︒ま

﹃ 古市場小学校 ﹄
読書サークルなど青少年の

もあります︒死後この付近

して誕生しました︒校歌は
中村喜一郎という教員が作

所となり︑その後川崎医療
生協に合流し診療活動をし

詞︑作曲しました︒

た川崎セツルは診療部があ

建したのが新田神社︵大田

この校歌が制定されたの
は１９４８年でしたが︑こ
れは日本国憲法が施行され

しき身に承けて

②展望遥け

た１年後です︒印象的なの

となりにけり

︱①多摩の流れの水清く

古市場小学校校歌

てきました︒

に祟りが多発したため︑住

幸区の古市場小学校があ
区矢口︶です︒近年は縁結

古市場の歴史

る多摩川沿いは︑もともと
びやパワースポットとして

民が霊を鎮めるためにと創

鎌倉時代の武士たちが開墾
紹介されています︒

戦後川崎側の古市場は企

東大セツルメント
運動

して造成した地域です︒多
摩川の流れも当時とは違
い︑以前は大田区側︵東京
都︶にも古市場の町名があ
りましたが︑現在は矢口な
き高殿に

清しき歌の声す

り︑病気の診察だけでなく

長かった戦争の時代が終わ

業向けの社宅として開発さ

どに変っています︒

なり ここぞ吾等が学舎と

れ︑人口が増えました︒そ
予防や衛生調査などの活動

現在の多摩川大橋付近に
をしていました︒

ったこともあり︑これから

こへ東大の学生が入りセツ

日々に集いて幸をうく

矢口の渡しがあり︑１９４
昨年死去した児童文学者

でしょう︒

は平和の時代に勉学を頑張

ルメント活動
︵川崎セツル︶

天地人の恵みなる
ころのひとすじに

医師となりました︒

家に疎開︑次姉は勤め先の

往復

国家総動員法によって家族

ンシルベニア大学のフレキ

は高峰譲吉︵本連載第 回

あさお診療所事務長 岡 琢也

かし︑翌朝日のあがるのを

疎開で栃木︑と一家は四つ

渡す限り焦土となった東京

も教育も崩壊してしまっ

スナー博士の通訳役をした

で紹介︶も眠っています︒

④民主平

学びの

③一日のわざをかえりみて

︶年まで存続し
のかこさとしは川崎セツル

９︵昭和
をはじめます︒セツルメン

に参加していました︒また

ろうという思いを込めたの

ていました︒ここは南北朝
トは産業革命期のイギリス

誠ご

時代に新田義興︵新田義貞

加賀乙彦︵作家で精神科医︶ 道をたどるべし

日に亡くなり

待ちかねて自宅へ向かっ

に分散し︑

郊外をひたすら歩いた︒く

た︒そしてついに︑生命︵い

縁で︑１９００年に渡米し

染し︑５月

司さんの世田谷三軒茶屋に

た︒すぐに焼け落ちた街並

国家の強制

すぶり続ける廃墟︑消防車

のち︶の崩壊を目前にした

さて︑ここまでは立身出

その後は順天堂医院︑伝

ある自宅が空襲にあう︒烈

みが遠目に見通せた︒数百

による家族

などはないから焼けるに任

て同大学の病理学助手の職

ました︒享年 ︒遺体はア

しい雷雨のような焼夷弾が

戸は焼け落ちたか︑白煙が

崩壊の状況

のである︒これらの事件を

︶年５

降る中︑父の指示を受け近

上がるのみの廃墟のかたま

せる︒焼け野原には爆撃で

月 日︒旧制中学に通う郡

所の女性を避難させるため

であった︒

)

ですが︑福岡伸一の﹃生物

世︑成功者としての野口像

と 無 生 物 の あ い だ ﹄︵ 講 談

を得ました︒その後︑カー

ネギー学院︑デンマーク国

通して︑やがて私の人生観

立血清研究所︑ロックフェ

死体となった家族を焼く煙

戦争が終わり︑人類の歴

社現代新書︶には︑これと

は変わった︒
る︒この日のこの事は私に

ラー研究所と異動し︑蛇毒

がそこここに上がってい
学校はとうに学びの場で

史には日本という国家中心

っ赤にして灰をかぶった顔

とって終生忘れえぬ思い出

て彼の愉快な実像が記載さ

はなくなり戦争目的につく
ばかり︒

の研究で世界に名を馳せ︑

れています︒また千円札の

は相反する野口英世像とし

想があるのを私は知った︒

１９１４年にはとうとうロ

の研究︑梅毒の血清診断等
死がすぐそこにある︒生

そして︑戦争の拒否︑ゆる

主義とはまったく異なる思
命の軽さが実感された︒人

わることが決まりました︒

顔は２０２４年から野口の

ス ス メ ﹂ るにいたったのである︒

同年以降は︑度々ノーベ

ックフェラー研究所の正規

となった︒

翌日︑世田谷から動員工

ヘイタイ

だという事をやがて私は知

がぬ平和の構築こそがもっ

す勤労奉仕の場になってい

品が残されたのみであっ

場の蒲田へ向かった︒工場

スメ

１９３６年﹁ススメ ス

生にとって戦争は何を意味

わが家は３︑４人がやっ

た︒このときわが家では︑

は現在の羽田あたりで︑多

職員として採用されました︒ 恩師である北里柴三郎に変

た︒住むに家なく私は動員

兄は兵隊にとられて中国

摩川の対岸は川崎の大師付

とも人間らしい生き方なの

と入れる小さな防空壕に埋

に︑母と妹︑弟は常陸太田

しているのか︒

工場の寮に移った︒

家族を焼く煙が⁝

りに見えた︒わが家も全焼

をめざし避難した︒ 上(

51

め込んだわずかな身の回り

大人たちはいずれも目を真

に駆け回った郡司さん︑ま

１９４５︵昭和

15

21

落語

林 家

川中島神明神社社務所
会場

新 春

問い合わせ
044（288）4405 吉田

マジック

花 島

1000 円札の顔

会費 2000円
（70 歳以上の方 1000円）
落語

星
美
雀

彦
久
正

２月２日（日）午後２時開演
初笑い

大師寄席

11

15

74

20

24

24

伝えたい思い

22

であった︒消火に頑張った

20

だ火の手のあがらぬ丘の上

焦土となった東京郊外をひたすら歩く

ではじまった社会運動で︑

郡司 良(90歳)(下)
麻生区

林 家

古市場小学校、目の前に多摩川

7７
の次男︶が謀殺された地で

私の戦争体験

（６）
第６４１号
毎月１日一回発行

川 崎 医 療 生 協
（ 昭和45年３月20日
第三種郵便物認可）
２０２０年１月１日

心温まります
セロリ

診察券無いのは婦人科だけとなり

強風にも負けずに咲くハギの花

旅先の孫のみやげに舌鼓

青空のわたぐもの上寝てみたい

ワンチーム声を掛け合う町内会

ラグビーはトライするまで難儀やねえ

シニアにもあること示せ意地と知恵

川崎区 七輔

川崎区

川崎区

中原区

多摩区

麻生区

郷地 淑子

川崎区 伊藤 トキ子

幸

安倍 不晋三

伊月 秀夫

菅野 節子

酒井 巖

みんなで 川 柳

初詣一週間前はクリスチャン
川崎区

三住 勝清

区 横道 美賀子

糖尿病医師と患者は二人三脚
川崎区 編集君

菅野さん︑ラグビーは本当に力がはいり

多摩区

摂る﹂
﹁意識して足指を

﹁タンパク質をきちんと

と共に貰ったチラシで

り再度ショック︒結果表

ちゃんタッチ！﹂ともみ

寡黙な主人も﹁おじい

です︒

みの食事の用意で大忙し

屋の隅々までの掃除や好

運動不足解消にとズン

孫たちのこれから歩む

る沖縄のシンボル
冬がシーズンです

かに衰えます
すすすすすすすすす

〇〇〇現象︒体力は確
①

体操競技
の一つ︒
〇〇運動

十二支の９番目は？
じる

工作

主演は戸田恵梨香

ひび割れ︒〇〇〇が生
す

引っ込みがちな性格で ⑯

小学校の一教科︒〇〇

です

クジラやイルカの仲間 ⑬
⑥
⑦

⑮

④

⑪

Ａ

みんなが再建を応援す ⑰
月号の答は﹁ビデオ

正解者の内訳は川崎区

８人︶︒

は１９８人︵正解は１９

カメラ﹂でした︒応募者

⑨

Ｆ

人︑
人︑市外５人で

楠元 幸二

三井 明子

大沼 弘子

︵川崎区︶

︵川崎区︶

︵川崎区︶

︵川崎区︶

高宮 郁子

山下 和子

吉田 勇美

石井 登

︵川崎区︶

︵川崎区︶

︵川崎区︶

︵川崎区︶

千葉 和子

小熊 和宏

︵高津区︶

︵高津区︶

︵中原区︶

区︶

渡辺 重孝

︵宮前区︶

根津 美枝子 ︵幸

髙山 富恵

本来は灯火用油のこ

儀式を進める順序

③

人工〇〇〇︒〇〇〇指

と︒〇〇〇ストーブ

④

パタゴニアやイースタ

数

⑤

⑧

奈良公園の人気者

ー島がある国

⑨

ローリングとは船の〇

〇〇シャツ

〇〇〇〇ナイフ︑〇〇

〇〇〇〇〇

ようこそ！

〇〇〇

⑩

⑫

⑭

奈良県明日香村にある

か？

⑮ ﹁流石﹂って読めます

⑯

嫉妬やねたみです

〇〇〇古墳︒石室内の

㉑

は金銭登

録機

日本語で

です

四神図や天文図が有名

春の七草の一つで大根

⑱

①

ハリー・ポッターの必

岩元 美恵子 ︵多摩区︶

生協新聞への感想や近況

の下をご覧下さい︒医療

需品

登代子 ︵麻生区︶

東

ければ幸いです︒

を余白に記入していただ

宗形 ふじ子 ︵市

なお︑川柳はひとり︑

一句まで︑既に発表済の

ものはご遠慮下さい︒

正解者の中から抽選で

回当選

人に図書カードをお贈

りします︵連続

しなかった方にも贈呈し

氏名︑電話番号とよろし

下さい︒郵便番号︑住所︑

ハガキで左記までお送り

〒２１０ ０８０４

︿送り先﹀

掲載します︒

日︑発表は３月号紙面に

ま す ︶︒ 締 切 り は １ 月

ければ年齢を記入して下

パズルの答と川柳は︑

︿敬称略﹀

外︶

増田 夢羽香 ︵麻生区︶

ライ︒〇〇の功名

のこと
失敗したけど結果オー ⑲

う

紙に包んで捨てましょ

メールでの送付先 s.shirotani@kawaikyo.or.jp

②

⑳

C

川崎区藤崎４

−

２

−

さい︒メールでのご応募

編集委員会

川崎医療生協本部

付先のアドレスは解答枠

もお待ちしています︒送

−

手塚 登美子 ︵多摩区︶

Ｇ

Ｆ

E

川崎区
祖母の古い着物をバザ
ーに出しました︒祖母は
もったいないけどもう着
ないからと思い出話に花
を咲かせていました︒手
作りが趣味だという方が
買ってくださり︑また違

今に来るスマホで決済お賽銭

編集部より

支部の料理教室に参

使って歩く﹂
﹁足指での

じのような手をさし出さ

おじいちゃんタッチ

道が明るく平和で穏やか

人︑

人︑中

な事を願いつつ︑私たち

原区

１１４人︑幸区

川崎区

ももう少し頑張ろうと思

宮前区６人︑
多摩区

人︑高津区

主人との静かな日常

っています︒

市原 文子

Ｅ
Ｄ

D

C

B

A

う形で大切にしてもらえ
ると思うと心温まります︒

読者の声

ます︒伊藤さん︑孫のみやげは︑より美味

バの教室に通い始めまし
加︑足指力チェックを受

グーチョキパー運動﹂等

れると笑みがこぼれてい

でしょうね︒

た︒先生の足元ばかり見
けました︒初めての体験

の目標を決め健康チャレ

ひとこと

てまだ楽しめる域まで達
で﹁がんばろう﹂の結果

思わぬ出会いに

していませんが︑ズンバ
にショック︒ネットや本

健康を意識して

の教室で偶然知り合いに
でイロイロ調べた所︑自

筆本 三希

も出会えてとても嬉しか

分 の 足 が﹁ 浮 き 指 ﹂
﹁外

川崎区

ったです︒寒くなって教

反母趾初期﹂
状態と判明︑

藤田 智恵子

室に出かけるのが億劫に

進行すると身体のあちこ

ンジにとりくんでいます︒ ます︒

なりそうですが気合いで

が︑孫娘の来る日は︑部

麻生区
す︒

編集委員会で抽選の結
果︑左記の方々に図書カ

須山 康則

︵川崎区︶

ードをお送りしました︒

川口 里美

︵川崎区︶

281回

みな様からの
オリジナル川柳を
おまちしています

頑張ろうと思っています︒ ちに影響が出て来ると知

Ｂ

16 14
鈴木 春子

21

25

10

30

《解き方》イラストをヒントにして、二重ワクの7文字を
うまく並べてできる言葉は？

12

クロスワードパズルの余白に書かれた﹁内容﹂は︑紙面に掲載させていただくことがあります︒ご了承ください

答え「ビデオカメラ」

第283回
20

Ｇ

今年もたくさん
の方からの応募
をおまちしてい
ます

11
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場
広
の
者
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水彩画

渡田支部 倉片 孝始

川崎医療生協の組合員や
読者のみなさんから
寄せられました。

折り紙で干支飾り

浅田支部 越田 絹代

南河原支部 伊藤 妙子

絵手紙

風船と紙粘土でちょうちん

樹の丘利用者一同

和紙で作った〜しだれざくら〜

樹の丘利用者一同

押し絵〜ねずみの嫁入り〜

南大師支部 中島 静子

写真〜ルリビタキ♂〜

溝ノ口支部バードウォッチング班
齋藤 政義

ビニール袋の胡蝶蘭

京町支部 大友 多美子

写真

大師レインボー支部
写真班 山口 一男

つるし雛〜ネズミ〜
切り絵（習作）

宮前支部 伊藤 すわ子

住吉支部 八巻 黎子
ペーパークラフト

藤崎北支部 濱永 直幹

（８）

