絵手紙

室井 富美子

超高齢社会のなかで︑誰もが認知症を自分のこと

認 知 症 に は︑﹁ ア ル ツ ハ

症状や︑動作がゆっくりに

るレム睡眠行動障害という

まく代謝されなくなり少し

蛋白というタンパク質がう

は女性に多いとされ︑タウ

アルツハイマー型認知症

します︒高血圧や脳卒中の

いくにつれて段階的に進行

状が変わり︑血管が傷んで

管の太さや部位によって症

す︒男性に多く︑傷んだ血

障害によって生じる症状で

記憶力や理解力︑判断力の

症状が認知症の初期に出現

りがちになった︑といった

ります︒また︑デイサービ

進行を緩やかにする薬があ

て︑人との関わることで刺

し ま す︒﹁ 様 子 が 変 だ な ﹂ スやリハビリなどを利用し

と思った際には︑主治医に

激を増やし認知機能の低下

す︒物忘れに加え︑物事を
うまく組み立てて考えたり

相談してください︒

年

川崎市は１月

日︑２０１９

月の 号台

風で被災した川

崎市市民ミュー

知症かも︑といった不安を

何より︑自分や家族が認

点の一部︒処分対象は︑

た︒水没した収蔵品 万

処分すると発表しまし

ジアムに保管されている

自分だけで解決しようとせ

考古学︑歴史︑民俗︑絵

を予防していくことも大切

実行することができなくな
り︑今までできていた家事

認知症のような症状がみ

ず主治医や︑自治体の設置

画︑映画フィルム︑マン

収蔵品４万２２３７点を

られても︑実際は治療ので

している窓口︑地域包括支

ガ︑雑誌など川崎市と日

です︒

きる他の病気が隠れている

援センターに相談すること

本の貴重な文化遺産です

や仕事などができなくなり

周辺症状とは︑中核症状

ということもあります︒甲

が治療の第一歩となります︒

難しくなってきます︒

したり︑食事をとることが

一人で服を着たり︑排泄を

にともなって生じる行動症

状腺というホルモンを分泌

▼理由は何か︵１︶水害

対策︑浸水対策が実行さ

れておれば︑被害はかな

ように物事を覚えられなく

うつ病によって認知症の

もあります︒

症のような症状が出ること

ビタミン不足が原因で認知

うな最期を迎えたいかを考

うに生活したいか︑どのよ

認知症になったら︑どのよ

す︒元気なうちから︑もし

症になる可能性がありま

誰でも自分や家族が認知

行 し な か っ た こ と︵ ３ ︶

ードマップにあったが実

階に移動することがハザ

確に対応しなかった︒３

室に置かれ台風襲来に的

収蔵品のほとんどが地下

り 避 け ら れ た こ と︵ ２ ︶

なったり︑今までできてい

館の管理運営が市直営か

管理者に委託され管理の

え︑家族と相談しておくと

認知症になり食事が取れ

弱体化したこと︵４︶有

たことができなくなる人も

療を受ければ治る可能性が

なくなった時にどのような

能な学芸員を含め職員

ら素人の民間による指定

あるため︑まずはかかりつ

選択をしたいのか︑呼吸状

人から 人に減らしたこ

よいでしょう︒

け医に相談したり︑医療機

態が悪くなったときには機

心臓マッサージを希望する

臓が止まってしまった時に

を希望するのか︑もしも心

械を使った人工呼吸器管理

ません︒１９８８年開館

いるのかと問わざるを得

崎市の行政指導が働いて

と▼このように見ると川

すい症状の一つが︑意欲の

周囲の人が最も気づきや

こともあるため︑早くから

によって介護が難しくなる

ます︒このような周辺症状

もできます︒アルツハイマ

組み合わせて対応すること

どしたほうがよいでしょう︒ や︑リハビリなどの治療を

介護サービスを導入するな

ー型認知症やレビー小体型

にあわせた薬による治療

だありません︒しかし症状

根本的に治療できる薬はま

残念なことに︑認知症を

備えを日頃からしておくこ

分の最期を納得して過ごす

とで︑大事な人の最期︑自

の意見の確認をしておくこ

そ︑家族と話し合いお互い

考え伝えられる今だからこ

が︑自分の意見をはっきり

楽しい話ではありません

編集委員

公開を願うものです︒

としても現状を市民への

市民の文化的権利の享受

修復にあたったという︒

的文化団体の支援を受け

策が不可欠でした︒全国

などにより早急な安全対

部品落下︑設備の老朽化

医師や自治体
に相談を

う︒

関に受診して相談しましょ

います︒これらは適切な治

正常圧水頭症のほか︑薬や

障害によって脳が圧される

腺機能低下症︑髄液の循環

する器官の疾患である甲状

が分からなくなって歩き回
る徘徊︑意欲が低下するう
つなどが挙げられます︒時
には︑性格変化を伴う暴言・

より

年が経ち︑雨漏り︑

のか︒

低下です︒長年の趣味に興

とが大切です︒

勝男

認知症については︑症状の

佐々木

味がなくなった︑家にこも

暴力がみられることもあり

元気なうち
から考える

状や心理症状のことをさし

治療できる他の
病気の可能性も

青い空

ます︒たとえば目的地や道

ます︒さらに症状が進むと︑

10

として考えておく時代になりました︒認知症は少しず
つ進行する疾患であり︑日常生活に支障をきたすよう
になるという特徴もあります︒どんな病気なのか︑ど
う向かい合ったらいいのか︒認知症を知り︑備え︑そ
して早めに対処することが求められるようです︒

な症状の１つで︑子どもが
幻視の症状があります︒他
には︑眠っている時に大き

イマー型認知症﹂
﹁レビー

なったり転びやすくなるパ

３大認知症とは

必要がある疾患といえます︒ いる︑動物がいるといった

自分のこととしてとらえる

︵川崎協同病院初期研修医 飯田 あかね︶

厚生労働省の発表による
と︑２０１０年時点で︑
％︑４２９万人と推

歳以上の高齢者で認知症の
人は

小体型認知症﹂
﹁脳血管性

ーキンソニズムという症状

な声で叫んだり暴れたりす

認知症﹂という３大認知症

を伴うことがあります︒
脳血管性認知症は脳の血

があり︑これらは慢性変性
疾患と呼ばれ年単位でゆっ

ずつ脳全体に溜まっていっ

既往がある人がリスクとな

管が傷んでおこるもので

てしまうことで脳の機能が

ります︒

くり進行します︒

低下します︒

中核症状と
周辺症状

19

23

37

レビー小体型認知症は︑
レビー小体というタンパク
質が脳に溜まることで発症

認知症の症状は︑中核症

します︒認知症の症状が悪
くなったり良くなったりす

状と周辺症状の２つに大別

21

24

33
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飯田 あかね

◆伝えたい思い

定されていました︒また︑

65

◆コロナの風

ることを繰り返すのが特徴

◆読者の声・パズル

２０２５年には 歳以上の

◆からだにやさしい料理

されます︒中核症状とは︑

◆川崎ぶらり文学日記

５人に１人が認知症になる

◆やさしい生命科学の歴史

的です︒また幻視も特徴的

◆こんな川崎これも川崎

どんな 病気？
65
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（１）

日時点の川崎市ホームペー

新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種が具

体化しつつあります︒２月

ジでの情報をまとめてみました︒ワクチン接種の方法は

自治体によって違うので注意が必要です︒
︵編集委員会︶

きをする必要があります

ワクチンナビ﹂で申請手続

種総合案内サイト﹁コロナ

いる人は︑厚生労働省の接

ている学生︑単身赴任して

いる人や︑遠隔地に下宿し

出産のために里帰りして

接種するのに
申請が必要な人も

たら順次送付されます︒

には接種時期が近づいてき

旬以降に︑その他の人たち

自治体によって異なる接種方法
接種の順位や時期は ？
接種順位は最初に医療従
事者︑次に令和３年度中に
歳以上になっている高齢
者︑そして︑基礎疾患を有
す る 人︵ 注 １ ︶
・高齢者施
設等の従事者です︒
接種時期は︑医療従事者
等へは２月中旬からではじ
められるよう準備が進めら
れ︑高齢者への接種開始は
早くても４月１日以降にな
が︑まだ手続きの詳細は決

億年前に︑地球も

もなかったのか︑何かあっ 天の川銀河ができ︑太陽

があったのでしょうか？何 す︒１３２億年ほど前に

います︒ではその前には何 す と 分 子 が で き て き ま

ゲノム編集と生命工学技術

二段階︵これからの進化︶

生じて今日に至る︑⑫第十

第十一段階

類↓新人類と進化する︑⑪

宇宙の誕生は１３８億年 きてきます︒やがて原子の 段階 細胞のようなものが る︑⑩第十段階 霊長類が
前のビッグバンといわれて 種類が増え︑衝突を繰り返 で き る︵ 生 命 体 の 誕 生 ︶︑ 出現し︑猿人↓原人↓旧人

た の か︑ 時 間 は ど う な の 系は

の進歩で人間は急速に進化

な問題は本を読んでもすっ

︵変化︶していく︒

さらに進化が

さて︑人間誕生に至る

か？この頭が痛くなりそう その直後に誕生しました︒

きりしませんので深入りは 過 程 を 考 え て み ま し ょ

と壁の時計の秒針が刻む時 できる︵メタンやアンモ

のは︑縦・横・高さの空間 段階

無

簡単な無機分子が

なら︑私たちが理解できる 原子が誕生する︑②第二

行われたかどうかは議論の

分子進化がすべて地球上で

連載の後半のテーマです︒

とがあります︒⑫以降は本

⑥以降を生物進化と呼ぶこ

①〜⑤までを分子進化︑

間︑そして感覚器で感じる ニ ア ︶︑ ③ 第 三 段 階

宇宙に

ことができる感覚くらいで 機分子が結合して有機分

あるところですが︑できあ

避けたいと思います︒なぜ う︒①第一段階

す︒それでも宇宙誕生直後 子ができる︵アミノ酸や

核を持った細 ってきたことはなさそうで

がった生命体が宇宙からや

それらが多数結合し ⑦第七段階

の超高温状態からの展開は 核 酸 塩 基 な ど ︶︑ ④ 第 四

てタンパク質や核酸などの 胞 が で き る︵ 真 核 生 物 ︶︑ す︒はやぶさ２の分析結果

なんとなくイメージはでき 段階
そうです︒

多細胞かつ高 が 楽 し み で す︒︵ ★ 前 半 の

こころが誕生す す︒︶

何らかの機能を持つ組 等な動物へと進化する︑⑨ ハイライトを写真に示しま

超高温状態の中︑多くの 高分子ができる︑⑤第五段 ⑧第八段階
素粒子が飛び交い︑衝突し︑ 階

電子と原子核から原子がで 織化構造ができる︑⑥第六 第九段階

いては調整中でまだ決まっ

☎044 820 0331

る見込みです︒それ以外の

巡回接種があり︑集団接種

ていません︒１回目の接種

☎044 533 1223

まっていません︒

の場所は川崎区は教育文化

から３週間あけて２回接種

☎044 287 7510

人は︑ワクチンの供給量や

接種の方法は︑市民館で

会館で︑他の区は各区にあ

となります︒

☎044 355 6395

地域の実情を踏まえての予

行われる集団接種と︑医療

る市民館で摂取することが

☎044 266 5759

接種方法や回数

機関で摂取する個別接種︑

決まりました︒

☎044 299 4780

定です︒

川崎市の対象者は？

高齢者が入居・居住する社

接種は無料で
強制ではない

0

9

3

原則として︑接種日に
歳以上で川崎市に住民登録

16

桑島 政臣
理事長・医師
川崎医療生協

個別接種と巡回接種につ

常勤 福祉用具専門相談員 １名

人間 （ホ
（ホモ
（ホモ・サピエンス）
サピエンス） 誕生に至るまで
サピ
第３回

24

会福祉施設などで接種する

ワクチン接種相談窓口
電話044-200-0730 24時間受付（土日・祝日含む）

のある人になります︒ただ
し︑長期入院︑長期入所し

接種費用は無料です︒ま
た︑ワクチン接種をして健
康被害が出た場合には︑予
防接種法に基づく救済を受
接種は強制ではありませ

けることができます︒
ん︒予防接種による感染症
予防の効果と副反応のリス
クの双方について理解した
上で︑接種を受ける人の同
意がある場合に限り接種が
行われ︑受ける人の同意な
く接種が行われることはあ
りません︒

介護のお店 かりん

生命科学の歴史

慢性の呼吸器の病気。慢性の心臓病（高血圧を含む）。
慢性の腎臓病。慢性の肝臓病（肝硬変等）。インスリ
ンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発して
いる糖尿病。血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除
く）。免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍
を含む）
。ステロイドなど、免疫の機能を低下させる
治療を受けている。免疫の異常に伴う神経疾患や神経
筋疾患。神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が
衰えた状態（呼吸障害等）。染色体異常。重症心身障
害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状
態）
。睡眠時無呼吸症候群。

7

7

ている人など︑やむを得な
い事情がある場合は︑住民
票所在地以外でも︑ワクチ
ン接種を受けることができ
ます︒例えば︑川崎市外に
住民票がある人が︑川崎市
内の施設に入所・病院に入
院している場合も接種を受
けることができます︒

接種券が
郵送される
ワクチン接種には接種券
が必要で高齢者には３月下

肥満度を表わす指数B M I〔体重（㎏）
÷身長（ｍ）
÷身長（ｍ）〕が30以上の肥満の人、あるいは以下の
病気や状態の人で、通院または入院している人。

46

問い合わせ先 ☎044-287-7390
介護のお店かりん 担当：清澤

職 員 急 募！

8

2

4

4

0

☎

基礎疾患を有する人とは
（注１）

65

人間の過去・現在・未来
߿ߐߒ

？

いつから、
だれから、
どこで、
どんなふうに
新型コロナワクチンの接種は
どうなっているの？

療
医
・
康
健
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川 崎 医 療 生 協
２０２１年３月１日

一人でまた友人と︑旅を
ることができないと︑なか

料に見合った大学生活を送
で︑発熱するなど体調を崩

ないでしょう︒一人暮らし

者中心の医療生協なども︑

生とあまり接点がなく高齢

京から友人と来たという大
するというのは学生時代な

学４年生の女性がインタビ

こういうときこそ︑若い人

ということです︒

をしてもいいのではないか

したとき︑当然心細くなり

るそうです︒コロナ禍でア
警察庁の統計によれば︑

らではの特権です︒
しかし︑ には休学する学生もでてい

ューに答えてこう言ってい
コロナの影響で学生は旅を
ルバイトの口がなくなり︑

を巻き込むようなアピール

ました︒
するのがむずかしくなり︑

ます︒

﹁ ほ ん と う は︑ こ の 時 期
２０２０年の自殺者数は︑

本来もっとも精神的に

また︑実家に避難的に帰ろ

も︑知的にも︑体力的にも

まして海外へは行くことが

％増︶の２万９１９人︵２

活発な時代を送るはずの学

海外に卒業旅行に行こうと

日速報値︶で︑女性や

前年比７５０人増︵３・７

配からとどまっているた
月

うにも家族を感染させる心

学生たちは︑大学へ行く
め︑生活が苦しいという窮

できなくなりました︒

無理なのでせめてどこかに
こともほとんどなくなり︑

計画していたんですけど︑
行こうと思い︑休みを利用

た感じでほほ笑んでいるの

わ ず︑
﹁仕方ない﹂といっ

大学に対する文句は一切言

政府の政策が悪いとか︑

ものの︑他の講義はすべて

実技はほぼ対面で行われる

学生によると︑レッスンと

した︒音大に通う親戚の大

も多くが断たれてしまいま

が﹁学校﹂であり︑生活の

学生は︑主たる交流の場

推測されます︒

な影響は少なからずあると

をみると︑若者への精神的

りませんが︑息苦しい環境

関連がどの程度なのかわか

るといいます︒コロナとの

若年層の増加が目立ってい

きる環境を社会が提供し︑

でできる限り自由に活動で

りではなく︑細やかな対応

ように行動を制限するばか

策として大きく網をかける

況を見るにつけ︑コロナ対

生たちや若者が置かれた状

状も聞こえてきます︒

を見ていて︑なんだかかわ

場である﹁地域﹂との関係

友人や先生との直接の交流

先日︑休日の湘
リモートで︑前期はレッス

は一般に希薄であり︑学校

待が寄せられていますが︑

いま︑ワクチン接種に期

深める方法が求められてい

かつ地域でも若者と交流を

を歩いてみました。思ったより違和感はありませんでした。

日常生活では水の音、新聞をめくる音、スリッパの音などが新鮮

われていた音が戻ってきました。
音に慣れることが大事だそうです。

日々楽しんで補聴器から聞こえる音を楽しみたいと思います。

川井 龍介︶

に聞こえました。補聴器のイメージが良く変わりました。徐々に失

たんぱく質17.0ｇ

して遊びに来ました﹂

南・江の島近くの
いそうな気がしました︒
ンもなかったことがあり︑

という場を失うと︑孤立感

地域に呼び込もう

海岸で︑遊びに来
学生たちの不満は高まって

るのではないでしょうか︒

でしたが、ステキに聞こえました。店から自宅まで騒音、雑音の中

年以上前の自分の学生
時代を振り返ると︑バイト

すぐには状況は改善されな

ている人たちをテ
レビカメラが追っ

を深める心配があります︒

した。補聴器を付けた瞬間、自分の声に驚きました。少し響く感じ

︵ジャーナリスト

いるといいます︒

があり、その情報をパソコンに入力して私にあった補聴器を作りま

して貯めたお金で春休みイ

専門店で聴力検査、ひらがなの聞き取り検査の「語音明瞭検査」

ていました︒若者

使用した方がいいとも言われているので決断をしました。

いでしょう︒ここでふと思

いのではと言われました。不安もありましたが早い時期に補聴器を

健康面でも︑かかりつけの

中等度で会話が聞き取れないことが気になるようなら使用してもい

大学生全般についてみて

講座を受講し、耳鼻科で聴力検査をしてみました。すると、軽度〜

ンドにき︑貴重な体験をし

特集が載っていましたので、何度も読み返し、川崎市主催の補聴器

塩分1.0ｇ

１人分 266kcal.
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民医連の雑誌「いつでも元気」に補聴器の

の姿が目立ちまし

い人も多いそうです。

うのは︑日ごろは若者︑学

ーうるさい」という不満があり、使っていな

医師のいる若い人は多くは

良くありません。
「頭が痛くなる」
、
「ガーガ

も︑講義内容をはじめ授業
実です︒

になりました。しかし、補聴器のイメージは

たことが思い出されます︒
いるところも増えてき

最近補聴器を購入し
たところよかったとい

ました︒
補聴器の使用につい

取りづらくなり、補聴器の使用を考えるよう

たが︑その中の東
川崎医療生協では川
崎市議会に対する﹁難
聴者の補聴器助成制度

う川崎医療生協組合員

白ごま‥小さじ２（6ｇ）

ては個人差があり︑使

味噌‥‥大さじ1（18ｇ）

の創設を求める請願書

から以下のような投書

油‥‥‥‥‥‥‥‥適量

がきれいにできます。

人参‥‥‥1/4本（50ｇ）

て少し落ち着いてから切り分けた方が、切り口

卵‥‥‥‥‥１個（50ｇ）

名﹂を集めています︒
１月末現在で１３００
筆ほど集まっており︑
引き続き署名の協力を
呼びかけています︒
補聴器によって生活
が改善されることがあ
るのはもちろんです
が︑聞こえの悪さが認
知症にも関係する研究
結果が出されているこ
とからも︑補聴器の必
要性は高まっていま
す︒しかし︑補聴器は
３万円から数十万円す

用を控える人もいる一

があったので紹介しま

焼きあがったら切り分ける。オーブンから出し

長ねぎ‥‥1/4本（60ｇ）

❺

塩‥‥小さじ1/6（1.2ｇ）

が通ったか、串を刺して確認する。

綿豆腐‥‥‥１丁（300ｇ）

200℃位のオーブンで15分くらい焼く。中まで火

❹

パン粉‥1カップ強（50ｇ）

⑦ 若者の疲弊が心配

るなど高価なもので︑

方で︑使いたくても使

体温計、電子レンジなどの音や会話が聞き

♥一口メモ
整形時に、小判型にしてハン
バーグのように焼くと、オーブ
ンを使用せずにできます。また、
水気を切り、ほぐした豆腐に味
噌を混ぜて②へ加えると、味噌
のダマが無く、全体に混ぜやす
いです。

砂糖‥大さじ1強（10ｇ）

（厚さ2㎝）にのばし、白ごまをふりかける。

【材料】（５人分）
豚ひき肉‥‥300ｇ

油を敷いた天板に、❷を空気を抜いてから板状

❸

南 明日香

川崎協同病院 栄養科

くほぐしておく。長ねぎと人参はみじん切りに

する。

肉を食べよう！②

コロナの風

全国の自治体では購入

す︒

「音を楽しみたい」

40

えない人がいるのも事

補聴器を使ってみたら？

豚ひき肉に❶と卵、パン粉、味噌、砂糖、塩を

❷

加え、粘りが出るまでよく混ぜ合わせる。

《豆腐の松風焼き》

鈴村 由利子

川崎駅前支部

【作り方】

第26回

❶ 綿豆腐は下茹でしてから充分に水気を切り、よ

からだにやさしい料理

シリーズコラム
にあたって補助をして

川崎市に
補聴器助成制度創設
を求める署名に
ご協力を

会
・ 社
し
ら
く
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事態宣言

禍で緊急
加し︑加藤千恵子健康運動

勢町公園に集合︒９人が参

２月９日午後２時に︑伊

合わせください︒

希望の方は組織部まで問い

の予定は未定ですので参加

定例に実施します︒その後

までは毎週火曜午後２時を

が延長に
指導士が講師となってスト

大師地域理事

部でも行いました︒

なったこ
レッチの指導をうけまし

コロナ

とから︑

た︒その後︑公園周辺をそ

車で届けてくださる人に

大師フレ

れぞれのペースでおしゃべ

合同班会で味噌作りをし

画にもとづき毎年２月は

大島支部では︑年間計

今回はコロナ禍の中で

味しい味噌に変身です︒

成を待ちます︒秋には美

涼しい場所でゆっくり熟

で 年︒つながりを大切

味噌を作り続けて今年

れます︒

にしているからだと思わ

日に大島３丁目町内会館

加藤 政江

ています︒今回は２月６
を借りて︑朝早くから作
み︑思ったより早い時間
大島支部

ゆっくりラジオ体操を

運動不足になりがちな状

杉山 基樹

とだと思いました︒
組織部

了︒緊急事態宣言が終わる

委員会で活用することにし
ました︒

議のやり方・内容を検討す

る際には︑身の回りで活用

できる材料がないかを探す

高山 富恵

組合員のお店

ま

︵川崎区︶

シリーズ⑥ 提灯制作・販売

ふ

布間提灯店

川崎大師の表参道にかま

える布間提灯店は︑３００

年あまりの歴史をもつ提灯

職人の店です︒現在の店主

は︑五代目になる布間康仁

さん︒幼いころから修行を

重ねてきましたが︑看板屋

などでの勤務を経たのち跡

を継ぎました︒康仁さんの

息子で六代目予定の靖章さ

さでは機械に負けない﹂と

特徴で︑注文してから１︑

の木札の宛名書きなど︑文

提灯だけでなく︑祝い花

康仁さんは胸を張る︒

２時間程度で好きな家紋や

字を入れる仕事もしていま

昔は川崎市に何店もあっ

名前などを提灯に入れても

本体と名入れ代込みで２２

た提灯店は︑現在は布間提

す︒また千代紙でカラフル

００円︵税込み︶〜︒色や

灯 店 の み で︑
﹁ 細 く 長 く︑

らえます︒長年磨いた職人

デザインなども︑気軽に相

しっかり根を張ってこの仕

に彩ったダルマの販売は︑

談できるとのこと︒

事を続けたい﹂と︑靖章さ

技が生きた提灯ですが︑値

﹁アナログだからこそ人の

んは意欲を見せます︒

観光客に大変人気とか︒

目を惹ける︒特に発色の良

段は基本的なサイズで提灯

個人で注文しやすいのが

しています︒

のも大切だとわかりました︒ んと力を合わせて店を運営

幸中原健康づくり委員会

います︒具体的な日程が決

長澤 昭子

ました︒組合員ルームの活

まったらまたお知らせしま
宮前支部

で話し合い︑おりがみ教室︑ すので遊びに来てください︒

用の仕方も︑支部運営委員

た︒ふだん行っている会

！

いいね

も感謝しています︒これ

ンド支部が事務所として

りしながら歩き︑決めた時

恒例の味噌づくり開催

にこれからも長く作り続
いる会館が閉鎖になり︑

間に公園に戻って︑終わり

も日頃のつながりを大切

感染対策をしながらでし
けていきたいと改めて感
班会ができなくなりまし

業を始めました︒大豆を
に作り終わりました︒毎

場２丁目町内会館で︑川
して体の筋肉を温めてか

の脳トレや体操の記事を
昨年

加藤 光義

たが︑手順良く作業が進
じました︒

のストレッチを多めにやり

圧力鍋で煮上げ︑電動ミ
回︑髙野沢芳子さ

日︑幸中原健康

づくり委員会を古市場２

２月

﹁いつでも元気﹂を活用して

チ﹂を︑大師フレンド支

分程度で終

た︒そこでほか支部でも

キサーにかけてペースト
んが材料の国産大

さるので︑毎年安

時間にして

ました︒

状にし︑それを糀と塩を
豆と糀を親戚の方

次に︑混ぜ合わせたも
心して美味しい味

とウォーク＆ストレッ

開催している﹁ちょこっ

合わせたものの中へ入

のを堅く丸め︑アルコー
噌を食べられま

れ︑
よく混ぜ合わせます︒ から調達してくだ

ルで消毒した容器の中に
す︒また︑できあ

実際やってみると︑とて
も難しかったのですが︑

力強く投げ込んで︑最後

日に古向支部の

丁目町内会館で開催しま
した︒健康づくり委員会

それだからこそ頭を使

がった味噌が入っ

で行う内容がマンネリ化

い︑答えがわかるまで考

に 上 部 を 平 ら に し て︑

して面白くないという指

えることが︑脳トレには

た重い容器を︑そ

摘が一部メンバーからあ

最適でした︒しかも︑
﹁い

少々の塩をふりかけて仕

り︑組合員から全日本民

つでも元気﹂の記事の内

れぞれのお宅まで

医連が毎月出版している

込みが完了します︒後は

１月

っかり使っている感じで

況であらたに体操を始め

容が良かったため﹁いつ

崎医療生協の小松厚志運
ら︑片足

す︒コロナ禍だからこそ

実施し︑８人が参加しま

ることはとても大切なこ ﹁ い つ で も 元 気 ﹂ を 班 会

コロナ禍だからこそ体操
した︒

動トレーナーを招いて体
立ちや︑

企画として︑幸区の古市

操を行いました︒１ヵ月
椅子に座

２月から
﹁いつでも元気﹂ すことにもつながりまし

でも元気﹂を購読したい

に一回は体操を行おうと
ってかか

月にオー

11

その場で名入れをしてくれる

住所：川崎区大師本町 10−18
営業：午前 10 時〜午後４時 火・水定休
☎ 044−277−5234

で使ったけどすごくよか

いう企画の初回でした︒
との上げ

プンした

助産師による育児相談等を
企画しています︒
ま た︑﹁ 医 療 生 協
の班会に参加しませ
んか？﹂と呼びかけ
るチラシを作成し︑
組合員ルームの近所
にいる組合員に声掛
けを始めようとして

布間提灯店

30

と声が上がり︑一部増や

きっかけは運営委員の

下げ︑足

宮前区初
の組合員
ル ー ム
﹁にじと
もルーム﹂は︑３階にあ
るため︑わかりやすいよ
うに入口の外側に看板
と︑部屋の玄関ドアにネ
ームプレートを取り付け

〜お店情報〜

10

20

ったという声をうけて︑

メンバーがだんだん足腰

をのばし

分くらい

が悪くなり︑運営委員会

加できなくなったりした

実施しま

たりなど

ことから︑何かできない

した︒し

に出られなかったり︑支

かという支部長の問題意

っかりや

全体で

識でした︒コロナ禍のた

ると足の

部企画のハイキングに参

め︑多くの人には呼びか

筋肉をし

五代目の布間康仁（右）さんと靖章さん

フレンド支部
も “ ウォーク ”
始めました

にじともルーム
看板設置

みなさんの参加待ってます

脳をフル回転して脳トレにチャレンジ

通りから目立つように設置

おいしい味噌になりますように
椅子を使っての運動も

26

けないで運営委員中心に

40

合 員 の 広 場
組
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まめな修繕が必要です︒

大師診療所デイケアで
パッキン修繕
２月７日︑大師診療所
今回はパッキンがすり減

当日は︑同じ支

れました︒修繕

るかも﹂と手を挙げてく

すなら︑自分が力になれ

が﹁パッキンを貼りなお

委員である影山乙矢さん

した︒今回︑あらためて

がらすすめる事ができま

したが︑楽しく交流しな

めながらの大変な作業で

終わりました︒腰をかが

ら始めてお昼すぎまでに

常勤・非常勤募集

医療生協

て以来︑

はじまっ

の問題が

コロナ

ウ シ と と も に﹁ 穏 や か な

言葉や︑今年の干支である

ではたらく職員への感謝の

です︒絵手紙には医療生協

るサークルから届いたもの

書かれています︒職員も絵

日々が早く戻りますよう

のメッセージが各方面か

手紙から地域の方々に支え

で働く者

ら寄せられ︑川崎協同病

られている事を改めて実感

に﹂といった切実な願いが

院の１階・小児科前に掲

し︑元気をもらっています︒

への支援

示されてきましたが︑こ

こんな川崎︑
これも川崎

はちまんだいじん

上平間 八幡大神から中丸子公園まで

㎞︒東京と横浜に挟まれ

有吉堤をたどる

東西に約 ㎞︑南北に約

た東西に細長い川崎市は︑内陸の北側と海側の南では

﹁アミガサ事件﹂の翌年就

任した有吉忠一知事によっ

て︑郡道を堤防として改修

する工事が始まりました︒

そしてついに事件から２

年後の１９１６年︑郡道の

かさ上げによる代用堤防が

全長２・２キロに渡って完

成しました︒知事の尽力に

感謝して代用堤防は﹁有吉

堤﹂と名づけられました︒

八幡神社を正面に見て左

街の風景もかなり違います︒そんな川崎のなかで知ら

側の細い道を抜けていくと

平野 賢治

れざる見どころを紹介していきます︒ＪＲ南武線﹁平

市バス︵川 系統小杉駅行

組織部

ージの掲示が一新

間駅﹂周辺には先人たちの知恵と功績を感じる史跡が

八幡大神﹂から中丸子緑道を経て︑﹁中

しました︒多くの
絵手紙が目立つよ
うになり︑台紙の
デザインも紅白の
梅をあしらって︑

﹁アミガサ事件﹂
の舞台

平間駅からガス橋通りを

東 京 方 面 に 行 く と︑﹁ 上 平

間﹂交差点を渡った左手先

に大きな鳥居と緑青色の屋

根が見えてきます︒ここが

１９１４︵大正３︶年に起

八幡大

こった﹁アミガサ事件﹂集

結の場所﹁上平間
神﹂です︒

多摩川は﹁あばれ川﹂と

返し︑下流域に

住む御幸村の人

たちを苦しめて

きました︒その

周辺の住人たち

が︑多摩川の築

堤を神奈川県庁

に陳情するため決起し︑

き︶が走る市道に出ます︒

新聞に取り上げられまし

ガサ事件﹂として当時の

を被ったことから﹁アミ

緑道の随所に見ることがで

堤防﹁有吉提﹂の名残りで︑

のがわかります︒これが旧

市道が一段高くなっている

た石碑と解説板が設

を記念して建てられ

ガサ事件﹂から百年

の右手奥には﹁アミ

本殿があります︒そ

施されている木造の

向拝に立派な彫刻が

れています︒

年の碑﹂と解説板が建てら

を記念して﹁有吉堤竣工百

を称え︑竣工から１００年

園の一角に有吉知事の偉業

公園﹂があります︒その公

れいに整備された﹁中丸子

緑道のその先には近年き

きます︒

置され︑当時の人々

取材協力

長谷川平三郎

の決死の抗議活動の

神社の石段を登ると︑

た︒

団 結 の 目 印 に﹁ 編 み 笠 ﹂ 緑道から市道を眺めると︑

子緑道﹂になっています︒

市道のすぐ脇は︑以前は水
丸子公園﹂までの道筋を紹介します︒
︵玉川支部 荒川 安希子︶ 路︵堀︶があったところを
暗渠にした︑散策路﹁中丸

守﹁上平間

あります︒歴史的な事件の役割を担った︑上平間の鎮

のほどこの﹁支援メッセ

19

デイケアのお風呂を︑組

部の唐澤利子さ
組合員さんと力を合わせ

川崎医療生協

31

ってしまっている事が問

んも駆けつけて
て課題を解決したこと

心のこもったたくさんのメッセージ

合員と職員が力を合わせ

くれました︒修
で︑支え合える関係を実

ト

シリーズ
第 20 回

呼ばれ︑氾濫や洪水を繰り

中丸子公園内の竣工百年の碑

新春らしいものに

〒210‑0804
神奈川県川崎市川崎区藤崎4‑21‑2 4F
TEL：044‑277‑2608
mail：saiyou@kawaikyo.or.jp
採用担当：人事部 成田 洋子

題になっていたところ︑

では︑利用者さんが入浴

繕が必要な箇所
感して励まされました︒

なりました︒
昨年初夏ごろか

川崎医療生活協同組合

て修繕しました︒

できるお風呂を併設して

は思った以上に
今後も組合員さんとの関

モバイルからはこちら➡

大師フレンド支部の運営

います︒しかし毎日長時

広範囲でした
係を深めながら︑よりよ

https://www.kawasaki-kyodo.jp/

大師診療所のデイケア

間稼働しているため︑こ

が︑大師デイケ

ら掲示している支

川崎協同病院ホームページの採用案内をご覧ください。
リハ科のページもあります！

い診療所にしていけるよ

他
勤務先：川崎協同病院・介護老人保健施設樹の丘

アの主任である

援メッセージは︑
川崎市内の新日本

※既卒者の方は「直接応募者支援金制度」があります。

力を合わせてがんばりました

〜日中働きたい方、復職を考えている方
一緒に働きませんか！〜
〇デイサービス・きょうまち（川崎区京町）

74

できます︒

事務局︶︑織戸美紀世︒

ようすを知ることが ︵﹁ ア ミ ガ サ 事 件 百 年 の 会 ﹂

苦しむ人々が集った八幡大神

婦人の会が主催す

採用人数：若干名（新卒・既卒）

う私たちも頑張りたいで

〒210 0834 川崎市川崎区大島３ 21 15
おおしま訪問看護ステーション
TEL：044 211 0200
mail：saiyou@kawaikyo.or.jp
訪問看護統括所長 小森 千絵

大沼と美馬恵美

採用担当

す︒

看護師：常勤（法人規程による）、非常勤：時給
（週１回から可）

1950円

の２人といっし

〇おおしま訪問看護ステーション（川崎区大島）
〇なかはら訪問看護ステーション（中原区上平間）

大師診療所 大沼 真早美

看護師、准看護師：パート 時給1540円〜1750円
（木）（金） ９：00〜17：00 どちらか１日でも可

ょに︑朝９時か

リクルー

絵手紙で
支援の
メッセージ
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
募集

デイサービス看護師、訪問看護師
募集

合 員 の 広 場
組
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ていねいに塗っていきます

ビデオ鑑賞

10

すずめ

健康麻雀

４

３

ダンベル

ラジオ体操他

４

７

絵手紙

血圧管理

８

つれづれ

健康麻雀

12

プルメリア

５

配食さくら草

献立検討

３

プラザ

脳トレ体操

８

９９年に国と和解後も︑

シネマ

題となっていました︒そ

９

川崎医療生協の
活動の原点とは

おしゃべり会

まちづくりの視点を基本

アカシヤ

れは国が経済優先の政策

橘支部

５

とした運動は続いてお

10

１月ニュース仕分

を推進し︑企業も生産と

はだのケア（基本）・冬を描こう

キャロット

川崎医療生協発祥の地

あじさい

８

り︑２００７年には川崎

０

健康麻雀

利益を優先した結果と言

折り紙＆つるしびな

である大師診療所は︑戦

椿

市独自の成人と小児のぜ

つるし・編物

えるでしょう︒

手芸

﹃白い雲︱
公害病患者のうた ﹄

４

後レッドパージされた労

雨・間を見てのロード

んそく患者医療費助成制

ロード

川崎医療生協は︑公害

７

働者たちが退職金を出し

ラジオ体操他

度が市民と共同した運動

リフレッシュ

病患者の治療はもちろ

京町支部

年︶抜粋

７

９８１・昭和

コロナ禍でのリラックスヨガ

︱﹃ 大 師 の 町 ﹄ 朝 は 工

リトルハンズ

合い﹁自分たちの診療所

さつき

で実現しました︒

４

ん︑こうした国や企業の

脳トレ

です︒公害病認定患者と

ひまつぶし

場のサイレンに目を覚ま

東小田支部

を﹂と建設運動をして大

５

冒頭の﹃大師の町﹄は

お絵描き

責任を問う運動を︑患者

お絵かき

して気管支喘息の治療を

小杉支部

師の地に誕生しました︒

地域住民の健康を守り︑

６

６

大師病院で入院療養中の

協組合員とともに︑地域

地域の医療介護福祉を担

医療介護福祉制度の向上

こんな面白いものか書け

気功・八方五歩

今の自分の体力・健康を知る

生協法人化後は広範な生

大師病院は︑もともと大

の健康なまちづくり活動

っています︒ところでこ

のために自治体や国に仲

で診てもらえるのだろう

たらいいなあと思ってい

気功と太極拳

桜

様子が描かれています︒
師診療所から病院化し︑

を展開しています︒
大師診療所はこの３月

その後川崎協同病院へ病
床を集約したため︑現在

の詩は焼き芋やとうふや

間たちと声を上げること

無理ではないの

６

６

大師公園からスズメ

京浜工業地帯には戦前

チャルメラやら︑ずいぶ

と︑私たちが誰のために

か？

ます︒でも難しいですね︒

身体を動かし健康管理

手芸、コロナの話

し

から大規模な工場が林立

んと空腹な様子が描かれ

何のために存在している

か︒いまは体調を崩せな

医療関係者の皆さま

10

合歓の花

おしゃべり

行いながら︑生涯詩や短

夜は

病室の窓より焼

ています︒食事制限でも

のか︑考え続けることが

年︒これからも

あったのか︑また病院食

大切なのだと思います︒

で開院

が少なかったのか︒後者

神奈川民医連 事務次長

は再び大師診療所として

だとしたら少し寂しいで

い︑そんな緊張感を抱え

に︑いつも心から感謝し

岡 琢也

て の 毎 日 で す︒﹁ 安 心 し

ています︒ありがとうご

すね︒

て風邪をひけるような医

ざいます︒

高津公園体操

５

大師の朝はい

き芋の焼ける匂い
していましたが︑戦後の

と国民にあきれられてい

療 体 制 の 充 実 を ﹂︒ そ ん

公園体操

新年会もどき班会

の鳴き声

大師様にネオンが入り
エネルギー革命により石

る首相︑ＰＣＲ検査を全

なスローガンが浮かんで
きました︒

３

コスモス

歌を書き続けました︒

町には豆腐屋のプープー
油化学工場が進出し︑ま

幸区

国民にとの指示をしてコ

近況報告

３

昼は焼き

大師の町は

毎年行っていた健康診

ロナ撲滅の一歩を踏み出

やよい

マスクケースを作る

ま明けそむる
芋屋のピーピーの笛の音

ラッパの音
たモータリゼーションに

川崎の公害病

とっぷりと暮れていく
より車が移動と物流の主

掛けたのが電車での最後

断︒昨年はコロナの影響

空缶収集のやり方

健康マージャン

南河原支部

おやつの腹はぐうっ

消灯後はチャルメラの音
流になりました︒そこか

の外出になりました︒

でできませんでした︒い

大師診療所（左）と公害運動発祥の地のレリーフ

川柳が好き

３

３

に

を病室の窓辺に聞きなが
ら排出される大気汚染物

や支援者とともに長年続

緊急事態宣言発令の時

して欲しいもの︑こんな

有留 美穂

ストレッチ体操

川崎駅前支部

と鳴る

五時の食事を終えて
は川崎の公害は深刻な問

けてきました︒１９９６

質により１９６０年代に
題となり︑この時代全国

年に企業と︑続いて１９

は︑仲間との交流もなく

ろいろなことをやめてし

時こそ税金を国民に還元

川崎区

コスモス

茶話会

ら
お腹をすかして？眠る
出浦千恵子の﹃白い雲
でさまざまな公害病が問

なり︱
︱公害病患者のうた﹄︵１

竹岡 敏雄

税金を国民に還元

かありません︒

早いコロナ収束を祈って
います︒

川崎区

なり︑一時は淋しさと不

まうと違う病気になりそ

せよと言いたい︒

３

ＩＴ

慣れてきました︒１日も

コロナ禍の 生 活 は
東小田支部
佐藤 カツ子

安が募り食欲も落ちたり

うです︒今年は早々にま

初めて応募してみまし
た︒いつも結構読んでい
るのですが︑ノーリアク

５

４

トランプ班会

５

︿みんなで楽しい班会﹀３人以上集まれば︑班がつくれます︒近くの町内会事務所や組合
員のお宅︑病院・診療所の組合員ルームなどを利用して︑楽しい班会をひらきましょう︒

観音支部

たいした話もしない方

しましたが心を奮い立た

ずは健診を予約すること

小山 弘一

唱歌、童謡等楽しく歌う

夏つばき

コロナウイルス感染対策の学習と茶話会 ８

早々に健診予約を

せ︑好きな音楽を聴き︑

にします︒医療従事者の

多摩区

ションですみません︒特

プアカーネーション フラダンス

フラダンス

おたまじゃくし

４

欅

茶話会

４

編物

６

ひまわり

８

靴下の会

健康麻雀

３

浜町支部

健康麻雀

住吉支部

健康麻雀

マウンテンヒルズ 血圧チェック

７

輪おどり

ロード

いまが青春

３

大津

編集子

５

いしいお味噌になるそうです。

健康維持のためウォーキング

です。

そら豆

血圧チェック・新年顔合わせ

藤崎北支部

昨年３月に墓参りに出

読書︑マスク作り等をし

方々︑本当に大変な日々

もしも︑高熱になった

に好きなのは川柳です︒

のんき

大島支部

じっくり発酵させて秋にはお

溝ノ口支部

３

麹をよく混ぜて丸めた『みそ玉』

塩分について

たんぽぽ

４

桜の花とリース作り

やよい

しました。写真は、大豆・塩・

アニマル

線の練習と病院への感謝のハガキ作成 ５

体組成チェック

５人

小田支部

協同地域のお味噌作りを見学

エンゼル①

大師フレンド支部

筋肉維持と親睦
３人 さざんか

３人 すこやか
映画鑑賞

認知症について

大師中央支部

266人
50班
19支部

宿河原支部
新川崎支部
渡田支部
大師レインボー支部

観て楽しむ会
４人
編み物
野菊の会

髙橋 恵子

て過ごしました︒

をおくっていることと思

緊張感の毎日

最近は徐々に活動も始

り容態が悪化したら病院

大師地域の支部運営委員会より

１月度

班会日誌

70

56

います︒感謝のひと言し

〜みんなで豆まき〜

84
まり日々の生活様式にも

フォトレター

域
・ 地
文 化
読 者 の 広 場
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読者の声

マスクした見知らぬ人におじぎされ

でかけよう大発見の露地散歩

大栄翔満面の笑み母涙

五輪延期観る日を糧に延寿中

宮前区 横澤 史子

宮前区 佐藤 實

多摩区 中村 美栄子

川崎区 草野 みつ子

川崎区 郷地 淑子

川崎区 乾 巻江

みんなで川 柳

ガースーが不評で困惑ガス会社
区 ねもちゃん

希望者全員の検査

デジタル化おいてけぼりくう高齢者
幸
区

山﨑 香代子

密を避けはやらぬ店に客が増え
幸

幸区

状の人は自分で気づけな
友からは今年最後と年賀状
中原区 金井 昭平

で本当にフレイルを心配
してしまいます︒コロナ
に感染していても︑無症

態宣言が出ましたが︑本

﹁ コロ ナ ﹂ の 緊 急 事

川崎区

可愛い布地で作ったのに

け使うことにしました︒

り︑玄関で対応する時だ

する効果がないと分か

の時世に医師の手を煩わ

正月の抜糸でしたが︑こ

年を越しました︒明けて

ですみ︑糸をつけたまま

院へ︒幸いひと針の縫合

それにしてもオリンピ

そうでした︒

負け︑波乱の場所になり

目なんか大関が３人とも

関係で 人も休場︒３日

が︑コロナの陽性者との

がとうございました︒

す︒医療関係の皆様あり

い国は来ない︒来られる

になりました︒来られな
国だけでやる︒観客も人
数をしぼったり︑なしだ

Ｄ
C

④

③

②

陰暦の３月

中国江蘇省の省都

英語ではペインター

⑤ ﹁国会の華﹂といわれ

ますが︑品性が問われ

〇〇〇〇床︑〇〇〇〇

ます

⑥

はっきり覚えていない

筆︑〇〇〇〇雪

⑨

こと⁝

首都はコペ

山小屋

⑫

⑭

昔なつかし

ンハーゲン

⑱

名前をつけること

番組﹁岩合光昭の世界

信用・信頼している部

ＮＨＫＢＳ放送の人気

〇〇〇三輪

高と低︒ハイ＆〇〇

〇〇歩き﹂

⑲

﹁火の〇〇〇〇！﹂

国の代表的な競技

⑳

下のこと︒〇〇腕

ロングセラーの絵本︑

前田 清春

︵多摩区︶

日比野 重男 ︵多摩区︶

佐藤 千裕

︵麻生区︶

︵多摩区︶

︵多摩区︶

生協新聞への感想や近況

の下をご覧下さい︒医療

付先のアドレスは解答枠

もお待ちしています︒送

さい︒メールでのご応募

㉑

大澤 米子

〇〇とグラ

大西 清二

を余白に記入していただ

回当選

人に図書カードをお贈

正解者の中から抽選で

はご遠慮下さい︒

一句︑既に発表済のもの

なお︑川柳はひとり︑

清水 より子 ︵麻生区︶

外︶

︿敬称略﹀

︵市

ければ幸いです︒

高瀬 寿早

川俣 美代子 ︵麻生区︶

食物を分解吸収します

⑲

こがね色ともいいます ㉒

コロナで授業は〇〇〇

︵川崎区︶

〇に

㉓
○○です

家庭で使う電気器具
最悪の結果に

原子番号

東北の夜のあいさつ○ ㉔
今日はいことが起りそ ⑮

筆本 三希

︵川崎区︶

りします︵連続

しなかった方にも贈呈し

ま す ︶︒ 締 切 り は ３ 月

日︑発表は５月号紙面に

掲載します︒

−

〒２１０ ０８０４

︿送り先﹀

川崎区藤崎４

パズルの答と川柳は︑

ハガキで左記までお送り

旧西ドイツ首都

⑯

山田 惣一

池上 麻紀子 ︵川崎区︶

区︶

︵川崎区︶

佐々木 りき子︵幸

区︶

白石 榮一

後藤 由里子 ︵幸

︵中原区︶

区︶
金井 昭平

︵中原区︶

横道 美賀子 ︵幸
伊月 秀夫

青柳 千恵子 ︵高津区︶

−

編集委員会

２

−

︵高津区︶

下さい︒郵便番号︑住所︑

うな〇〇〇がする

︵川崎区︶
︵川崎区︶
︵川崎区︶
︵川崎区︶
︵川崎区︶
︵川崎区︶
︵川崎区︶

千葉 和子

ければ年齢を記入して下

川崎医療生協本部

接客はいつも〇〇〇で ①

一

︵川崎区︶

︵宮前区︶

氏名︑電話番号とよろし

冬は火災が多い季節 ⑰
新年号の答は﹁ガイロ

人・中原区
人・宮前
人・麻
人・市外６人です︒

田中 和子

神保 幸子

大坪 景子

石川 清治

澤木 昭子

福田 政子

ドをお送りしました︒

果︑当選者には図書カー

編集委員会で抽選の結

生区

区９人・多摩区

人・高津区

人・幸区

正解者の内訳は川崎区

人︶︒

１９８人︵正解は１９８

ジユ﹂でした︒応募者は

⑧

⑦

名作﹁暗夜行路﹂の作者 ⑪

メールでの送付先 s.shirotani@kawaikyo.or.jp
試験で〇〇が外れると ⑬

F

①

Ｂ

⑤

⑩

F

E

D

C

B

A

２度目の ﹁外出自粛﹂

いので通常の活動をして
わしだよと詐欺の手口も高齢化
川崎区 編集君

長澤 昭子

いるでしょう︒そこから
針刺す画やめてほしい人もいる

当のところ具体的にどう
残念です︒３月には少し

せてしまい反省です︒後

ックの縮図のような気分

灯台下暗しというか︑近場の散
歩で大発見はありますよね︑草野
さん︒

すればよいのかいまいち
でも平常になることを祈

遺症もなく過ごせていま

ひとこと

編集部より

また感染が広がってしま
うので︑やはり希望者全
員のＰＣＲ検査と隔離は
必 要ではないでしょう
か？

どうすればいいの

ピンときません︒スーパ
っています︒

石渡 順子

ー︑病院︑駅などは今ま
で通りに同じ時間帯に密
山岡 ヤス子

医療関係者に感謝
多摩区

こんな状況でもやるの

ったり⁝︒こんな状況で

昨年の暮れに︑頭にけ

多摩区 小林 光子

もやるんでしょうかねえ︒

Ｅ

フォトレターも
おまちしています㽈

になっています︒

可愛い布マスク

がをしてしまい︑ポタポ

大相撲が始まりました

千葉 和子

高津区

タ出血をおさえながら病

Ａ

79

(101)

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「ガイロジユ」

みなさんからの
オリジナル川柳を
おまちしています

布マスクには感染に対

《解き方》イラストをヒントにして、二重ワクの６文字を
うまく並べてできる言葉は？

塚本 勢登子 ︵川崎区︶
浅沼

牧岡 英夫

295回
井田 弘子

20

20

井上 みえこ ︵川崎区︶

10

21

25

第297回
20

15

24

13 91
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秋本

栄子

伝えたい思い
日吉支部

︵

︶

２度の空襲に見舞われて

る﹂と断り︑泣く泣く叔母

野の実家の方が頼りにな

い岩手より︑お前の夫の長

﹁弟の嫁の実家で面識もな

れ﹂とすがられましたが

から﹁一緒に連れてってく

生忘れることのできない白

もどんな物よりも白く︑一

したが︑そのご飯は雪より

温かいご飯を炊いてくれま

た︒若いお嫁さんがすぐに

いほどびっくりしていまし

んは︑しばらく腰が立たな

協の組合員も参加してい

の１月

核兵器禁止条約発効日の多摩区宣伝

家族と別れることになりま

さでした︒

〜ＧＯ ＴＯ ザ・条約
政府の仕事だ〜

した︒

核兵器禁止条約発効日

日︒川崎医療生

りの食べ物でした︒

ない私たちにとって何よ

た︒昨夜来何も食べてい

でした︒その間２度ほど空

に着いたのは次の日の昼頃

ありません︒岩手の一の関

乗る人が多く座る場所さえ

牛や馬を運ぶ貨物列車で︑

私たちが乗った列車は︑

に小さな家を建てました︒

なっており︑やむなく深川

れ︑米軍のテニスコートに

神田錦町の実家は接収さ

を何度か行き来しました︒

終戦後︑父は岩手と東京

いましたが︑緊急事態宣

は︑駅頭宣伝を予定して

区内を回りました︒当初

帯して︑宣伝カーで多摩

計画されていることに連

界中で祝賀宣伝の行動が

る多摩区原水協では︑世

き︑行ってみると１人３

自分たちが住んでいた

岩手でも大変きびしい生活

入ることはありませんで

深川の家はどうなってい

襲警報があり立往生しまし

言 下 で も あ り︑﹁ 中 止 し

発令されぬまま米軍によ

た︒
特別に風の強い日で︑
３時間も４時間も逃げ

るか︑半信半疑で行って

でしたが︑２回目の春を迎

個の小さなカンパンでし

私は東京・神田で生ま
焼夷弾を浴びた家屋はた
たでしょうか︑疲れ果て

た︒一の関から大船渡線に

した︒

れました︒父は岩波文庫
ちまち燃え盛り︑火は風
ている家族を見て﹁もう

る焼夷弾爆撃が始まり︑

などの製本業を営み︑従
を呼ぶというか︑さらに

無理だ︑
あきらめてくれ﹂ 見ましたが︑跡形もなく

時に︑すさまじい限りの

した︒家が焼け倒壊する

くなり裸足になっていま

私が履いていた下駄もな

が右往左往し︑いつしか

逃げる者︑左に逃げる者

火明かりの中を︑右に

泣きつき︑再び逃げるこ

う少し頑張ってくれ﹂と

孤児になってしまう﹂﹁も

がいる︑ここで死んだら

集団疎開しているヒロシ

を聞いた叔母が﹁長野に

と父が言いました︒それ

と言われて空腹と甘みに

く れ ま し た︒
﹁ な め ろ ﹂ ん︒駐在所のおまわりさん

蜂蜜のカメを差し入れて

訪ねて来たおじさんが︑

千葉から安否を気遣って

が果物屋さんでしたが︑

に道を訪ねると︑親切にも

では方向さえわかりませ

うえ祖母のうろ覚えの住所

した︒辺りは真っ暗︑その

たのは夜遅くなってからで

も許せない気持ちが湧いて

った米軍に対し私は幼心に

度も家を焼かれ︑土地も奪

うに配っていましたが︑二

コレートやガムを見下すよ

た︒その当時︑米兵がチョ

深川の家に戻ってきまし

﹃ＳＨＵＲＥ﹄という一

合から宣伝カーを借り︑

神奈川土建一般労働組

ました︒

意見が出され実行に移し

宣伝カーで回ろうという

ずあったので︑それなら

晩のテレビニュースを見

私を自転車の荷台に乗せ案

て﹁そういえば︑昼間誰

飢えていた私は︑がむし

流音響メーカーのマイク

とになりました︒

きて︑もらう気にはなりま

かが宣伝していたなあ︒

内してくれました︒

を使用して音質アップを

このことだったんだ﹂と

ゃらに舐めてしまいまし

図り︑弁士２人の交代制

思い出してくれれば嬉し

やがて燃える物がなく

せんでした︒

で多摩区内を回りまし

いなと思います︒

人の大家族は︑父の指

どこをどう逃げたのか

ッと明るくなり︑太陽が

きました︒東の空がボー

た︒

さら話しても⁝﹂という思

た︒駅頭宣伝では１時間

なお︑この日は︑分か

なったのか︑火の勢いも

いもありますが︑あの悲惨

のところを︑宣伝カー方

っているだけでも神奈川

はそんな時で︑いそいで

今まで緊張していたせい

さや戦後の生活の大変さを

式ではたっぷりと２時間
す︒母たちも足袋の底が抜

生き残りましたが︑あの東

幸い私の家族は︑みんな

す︒

年﹁今

か裸足だったことも忘れ︑

振り返った時︑一言でも語

け甲の部分だけが残ってい

東京大空襲から

岩手に行くことを決め

じゃがいものような足にな

できました︒結果として︑ 県内

消して難をのがれました︒ なくなり風もおさまって

昇ってきました︒その色

た家族は︑深川から東京

っておかなければと思いま
脳裏に焼きついています︒ 空腹時に舐めた蜂蜜が災

ました︒やっと遠くに一軒

忘れられぬ
ご飯の白さ

図のもとに行動し︑焼夷

がピンクともオレンジと

っていたことを覚えていま
いして︑気持ちが悪くな

歩けない者は
置いていく

弾で焼け焦げになった

駅まで歩くことになり︑

り︑お腹の中にはなにも

衣服に移った火を消そう

見るも無残に焼け野原

と川に飛び込む者を見な

と思っています︒

えが届いたのではないか

駅頭よりも多数の人に訴

約を批准していない日本

た︒恥ずかしいことに条

行動がとりくまれまし

政府にこの条約の批准を
京大空襲で

登戸のバスターミナル
の灯を見つけ﹁あそこで聞

万人もの尊い

なくなるほど吐いてしま

迫る道具立てはそろいま

に変わり果てた深川の街

では車を止めて車内から

は焼け焦げた遺体が散乱

命 が 奪 わ れ ま し た︒﹁ 戦 争

し た︒︽ Ｇ Ｏ Ｔ Ｏ ザ・

がら︑小名木川近くの食

いてみよう﹂と行ってみた

訴えていたところ︑男性

糧倉庫のような所にたど

いました︒体の力が抜け

が な け れ ば ﹂﹁ 戦 争 が な け

し︑橋の袂には折り重な

ら︑なんとそこが探してい

りつきました︒

歩くのもやっとでしたが
った遺体︑川の中には数
そこには石が何段にも

条約︾それが政府の仕事

塩田

儀夫

地域理事

が近寄って﹁演説しなく

の音を聞いた人が︑その

れ ば ﹂ ⁝﹁ 戦 争 は い や だ ﹂

百もの遺体がぷかぷかと ﹁ 歩 け な い 者 は 置 い て い

啓 仁︑

た親戚の家でした︒その時
積まれ︑その陰に全員が

のホッとした気持ちは︑他

思っています︒
大山

です︒

く﹂と言われ︑必死の思

にたとえようもないうれし

︵聞 き と り

ちゃダメだよ﹂とぼそり
浮かび︑まさに地獄絵を

いで歩き︑やっと東京駅

さでした︒

日吉支部︶

の声を語り継がなければと
身を隠すことができまし

見ているようでした︒東

に着きました︒

突然の来訪者におばあさ

川崎医療生協
た︒火は頭の上を飛び交

陽町の小学校でカンパン

同行していた叔母家族

と言いました︒宣伝カー
い恐ろしい限りでした

を配っているとの話を聞

ヵ所で多彩な宣伝

者︑
道端に倒れている者︑ も言えぬ輝きで︑今でも

防空頭巾に火が移ったの

火の粉が飛び散り︑弟の

布団から飛び出しまし

業員を５︑６人雇い︑経
風が強くなったと感じま

ては？﹂の声が少なから

なった夜︑空襲警報が鳴
り響き︑神田一帯が爆撃
を受け錦町の我が家も跡

人は

形もなく焼かれてしまい
ました︒
父母︑あわせて
父の姉を頼り深川に移り
住むことになりました︒
戦況は日に日に悪くな
日

り︑東京にいては危ない
と思った父は︑３月
に岩手へ疎開することを
きめました︒その前日の
３月９日︑荷造りをすま
せ︑切符も買い︑みんな
で銭湯にも行き︑岩手は
どんなところだろうか︑
不安と期待を胸に早々と
床につきました︒

地獄絵を
見ているよう

済的にも比較的ゆとりの
した︒

年５月︑一家は

︑ 年頃になると

年２月

日灯火管制で真っ暗に

になりました︒

あちこちで聞かれるよう

京でも米軍による爆撃が

次第に戦況が悪化し︑東

も︑

年に始まった太平洋戦争

ある家庭でした︒昭和

えた昭和

東京大空襲 に
逃げ 惑 う

報告

乗り換え終点の盛駅に着い

16

焼け落ちていました︒隣

22

83

が︑石積みの中まで火が

76

20

21
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その深夜︑空襲警報も

11

20
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私の戦争体験
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場
広
の
和
平

（８）
第６５５号
毎月１日一回発行

川 崎 医 療 生 協
２０２１年３月１日

