俊平

2

42,406
1,586,830,500
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36

ロシアのウクライナへの
軍事侵攻に強く抗議

川崎医療生協の職員・組合員が行動

２月 日から始まったロシアのウクライナへの軍事侵攻は︑何の罪もないウクライナ

選挙区
定数
選挙区
定数
大師地区
35 協同地区
54
小田地区
27 幸・中原地区
41
高津・宮前地区 38 多摩・麻生地区 38
職域地区
17

国民の命と生活を奪い去っています︒ここ川崎市にも 人のウクライナの人が暮らして

総代選挙の公示
（３月10日 選挙管理委員会）

定款第45条、46条、49条及び支部
規定、総代選挙規約により、支部総
会で総代の選挙を行います。

日に理事長をはじめとした職員有志と労働組合の連名で抗議

28

います︵２０２２年２月末︶
︒人類の生命と健康を破壊する一切の戦争に反対している

19

川崎医療生協は︑２月

文を出し︑
各事業所や組合員が︑
即時にロシアの軍事侵攻をやめるように訴えています︒

日に行われた川崎

川崎医療生協と
しての活動方針

３月

28

医療生協理事会では︑２月

日に職員有志らにより出

された抗議文を理事会とし

ても承認しました︒

その後の方針としては︑

ユニセフの行っているウク

ライナへの人道支援のため

の募金活動への協力と︑病

院・診療所︑各事業所で︑

ポスターなどを掲示︑そし

分間のスタンデ

10

て︑そ れ ぞ れ 活 動 の で き る

時間帯に

ィング行動をして︑ウクラ

定款第54条に基づき、以下の日程、
議題で通常総代会を開催します。
※開催場所や方法については、新型
コロナウイルス感染症の影響も考
え、規定の範囲内で変更する場合
があります。
日時 2022年６月25日（土）
午後１時30分〜午後５時
場所 サンピアンかわさき
（川崎市立労働会館）
大ホール
川崎市川崎区富士見2-5-2
議案
第１号議案 2021年度活動報告・事
業報告及び決算関係書
類等承認の件（注：20
21年度決算処分案、監
査報告を含む）
第２号議案 2022年度活動方針・事業
計画及び予算決定の件
第３号議案 役員報酬決定の件
第４号議案 役員選任の件
第５号議案 議案決議効力発生の件

イナへの軍事侵攻をストッ

2022年３月
川崎医療生活協同組合理事会

プさせる意思表示すること

を提起しました︒

第73回通常総代会のお知らせ

第６６８号

絵手紙

川崎医療生活協同組合 〒210 0804川崎市川崎区藤崎４−21−２ 発行責任者 星野
定価１部10円〒60円（購読代金は出資金に含まれています）ＴＥＬ044（270）5881

毎月１日一回発行

古向支部 橋本 むらを

発行所

川 崎 医 療 生 協

２０２２年４月１日

４月号

（１）

!!

川崎市には
人
ウクライナ
36人在住

写真① 協同ふじさきクリニック前で行った スタンディング行動

日と
日には︑川

18

各事業所で
抗議の声が

３月

崎協同病院と協同ふじさき

真 ① ︶︒ 川 崎 セ ツ ル メ ン ト

クリニックの玄関前で︑ロ

スタンディング行動が職員

診療所や久地診療所では手

シアの軍事行動に反対する

を中心に行われました︵写

11

ロシアによるウクライナへの侵略・軍事行動に強く抗議します。
ウクライナの人々に、安全で健康な日常が、
一刻も早く回復されるよう、平和的な手段による
問題解決に向けて、日本、そして世界の国々が、
一致団結して行動することを求めます。
残念ながら、現代社会においても、戦争の災禍は世界のいたるところで、やむことな
く続いています。国際社会は一致してその撲滅を願い、
十分とは言えぬものの、
共通のルー
ルや原則を確立して、それらが尊重されるべく、不断の努力を重ねてきました。一方的
な現状変更によって自らの要求を押し通す、この度のロシアの行動は、それらの努力を
踏みにじり、成果を蔑ろにする暴挙であり、決して許されるものではありません。
平和憲法を高く掲げる国家としての矜持をもって、日本政府は、あくまでも非軍事的
な手段による問題解決に向けた行動と、世界に向けた発信を続けてください。
私たち川崎医療生協は、全日本民主医療機関連合会（以下、民医連）と日本医療福祉
生活協同組合連合会（以下、医福連）に加盟し、その理念の実現を目指しています。民
医連綱領は、「人類の生命と健康を破壊する一切の戦争政策に反対し、核兵器をなくし、
平和と環境を守ります」と謳い、医福連の理念は「健康をつくる、平和をつくる、いの
ち輝く社会をつくる」と謳っています。
命と健康を脅かすものは、コロナをはじめとする「病気」ばかりではありません。戦
争こそが、最大の脅威に他なりません。
平和憲法の下で人々のいのちと健康を守ることを任務とする、すべての医療・介護従
事者にとって、戦争を忌避し、平和を希求することは、譲ることのできない基本姿勢です。
多くの医療人及び関係する組織・団体が、この問題に関心を持ち、反戦・平和的解決
に向けた声を上げることを呼びかけます。
また、戦争のない世界の実現に向けて、国益や個別の利益を超えた、国際社会の団結
と粘り強い対応を望みます。
2022 年 3 月 19 日 川崎医療生活協同組合 理事会

写真② セツルの職員の手作りバッチ

青い空
１月半ば︑神

田の岩波ホール

が７月に閉館す

るというニュー

スにふれ︑突然

のことでショックを受け

ました︒コロナ禍で観客

が少なくなったうえ︑動

〈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。

画配信の拡大や高齢者が

50

多くを占めていたことも

あり︑ホールの維持が難

しくなっていたという︒

40

岩波ホールは数年前に

近く﹁エキプ・ド・シネ

周年を迎え︑私も 数年

マの会﹂の会員になり︑

イダ監督の﹁大理石の男﹂

連帯の男﹂︑

岩波ホールの映画を中心

や﹁ワレサ

に鑑賞︑私にとっては仕

現在オーストリアのウイー

近年では﹁マルクス・エ

事と親の介護の生活のな

ンに家族とともに暮らして

ン ゲ ル ス ﹂︑ イ ラ ン の 少

か︑日曜日の岩波ホール

います︒ウクライナから４

女更生施設のドキュメン

で映画と向き合う時間は

４０キロメートル離れたウ

タリー﹁少女は夜明けに

心の糧となっていました

イーンにも多くの難民が到

夢をみる﹂等々︑心を捉

▼世界の動きの中でポー

着していて︑麻理子さんの

えられた作品がたくさん

ランドのアンジェイ・ワ

家では︑ウクライナからの

あったことを覚えていま

経営が難しくなっていま

音楽家の母子を受け入れた

麻理子さんは﹁ロシアの

す︒人間が生きていくた

す▼日本は芸術・文化へ

侵略反対を言うだけではダ

めに芸術・文化がいかに

り︑義父母はマンションを

メ︒ウクライナ国民救援の

大切なものなのか︑政治

の国の援助が貧しく︑コ

アクションの時︒日本でも

が果たさねばならない責

ロナ禍で映画館や劇場は

ロシアの侵略を止め︑ウク

任が問われているのでは

いるそうです︒

ライナ支援の行動︑支援募

ないでしょうか︒

編集委員 二瓶 佳子

金・物資の運動が必要﹂と

訴えています︒

作りのバッチ︵写真②・③︶ ウクライナ難民に開放して

を作成し︑職員が胸元や腕

につけて抗議の意を表して

います︒

海外に住む
職員家族が支援

原弘明元理事長の長女

で︑音楽家の原ハーゼルシ

ュタイナー麻理子さんは︑

写真③ 久地診療所所長も抗議

開
催
カウンセリング

たオランダの植物学者ド・

した︒この説に懐疑的だっ

って進化する﹂との考えで

新種が生じ︑自然選択によ

物は微少な変異が蓄積して

ダーウィンの理論は﹁生

います︵染色体説︶
︒

担っていることを発表して

９１６︶が染色体が遺伝を

者 サ ッ ト ン︵ １ ８ ７ ７ ︱１

２年にはアメリカの生物学

版されました︒また１９０

ンデルの法則には従いませ

を続けましたが︑やはりメ

した︒このオスの交配実験

白い目のオスが見つかりま

す︒飼育を始めて１年後︑

観察しやすいと考えたので

３５︶はパンゲンと名づけ
特定の場所との対応が研究

変異が発見され︑染色体の

の突然

た仮想的粒子が細胞の核の
され︑１９１５年に﹁キイ

んでした︒その後

中にあり︑これが遺伝の担
ロショウジョウバエの染色

フ リ ー ス︵ １ ８ ４ ８ ︱１ ９

い手であると考えました︒
体地図﹂を作成しました︒
そして１９２６年に﹃遺伝

このパンゲンが変化すると
子孫に伝わり新しい種が生
子説﹄を発表し︑近代遺伝

㎞︑南北に約 ㎞︒東京と横浜に挟まれ

七福神めぐりで
ご利益を ︵中原区︶

こんな川崎
これも川崎

東西に約

た東西に細長い川崎市は︑内陸の北側と海側の南では

街の風景もかなり違います︒そんな川崎の知られざる

見どころのなかで︑今回は中原区内に古くからある７

遺伝物質を︑メンデルは

年の幸福を願う行事として

﹁ 七 福 神 め ぐ り ﹂ は︑ １

アメリカの遺伝学者モー
ガン︵１８６６ ︱１９４５︶

大黒天

毘沙門天を見た後は西明

寺︵ 中 原 区 小 杉 御 殿 町 １

９０６︶に行きます︒ここ

︱

ています︒境内に恵比寿堂

が立っています︒

寿老神

寿老神がいるのは無量寺

す︒大黒天は江戸時代のも

と徳川家ゆかりのお寺で

老神が立っています︒

することができ︑境内に寿

す︒茶室風の腰かけで休憩

は︑中原街道沿いの北条氏 ︵ 中 原 区 中 丸 子 ４ ９ ８ ︶ で

ので︑境内の中に立ってい

布袋尊

最後は布袋尊の大楽寺

ます︒

恵比寿神

︶
です︒

を引きます︒境内に布袋尊

境内にある三重の塔は目

︱

５２２︶です︒このお寺は

院︵中原区上丸子八幡町１

が立っています︒境内に大

︱
恵比寿神がいるのは大楽 ︵中原区木月４ ２

奈良県長谷寺の直轄寺院

楽幼稚園の園庭でもあるの

小林 映子

す︒大日如来が本尊の安養

で︑本堂内の釈迦如来像は

で︑訪ねるときに配慮が必

小杉支部

寺は︑関東大震災後に本堂

川崎市の指定文化財になっ

ました︒福禄寿は入口のと

ころに立っています︒

要です︒

がコンクリート作りになり

つのお寺とそこにある七福神をめぐる散歩コースを紹

エレメント︑ド・フリース

１９８３年から始まりまし

介します︒

はパンゲンと呼びました

た︒本来は正月の松のうち

学の基礎を確立しました︒

が︑１９０９年にデンマー

に回るものですが︑境内の

はメンデルの遺伝の法則に

弁財天

☎044 287 7390

まれると考え︑この変化を

クの遺伝学者ヨハンゼン

花に季節を感じながら１年

問い合わせ先 ☎070-1444-8687 生活相談員まで

突然変異となづけ︑１９０

ショウジョウバエを用いた ︵１８５７ ︱１９２７︶が︑

︶

上平間

１年に﹁突然変異論﹂とし

疑いを持ちネズミで実験し
実験で突然変異の研究を始

ースになっています︒また︑

︱

次は弁財天のいる宝蔵寺
と呼ぶようになると︑以後

御朱印を楽しみに歩く人も ︵中原区上小田中１ ︱４

レインボーの家 川崎大師町
空きあります 入居者募集中

て発表しました︒

てみましたが︑メンデルの

めました︒このハエは︑一

この言葉が一般的に用いら

１︶

︱

☎044 355 6395 ☎044 287 7510 ☎044 820 0331

モーガンは１９０８年に

法則どうりにはなりません

度に沢山の子を産み︑世代

います︒

素朴な本堂があります︒そ

の重みを感じさせる山門と

です︒このお寺には︑歴史
れるようになりました︒

遺伝子︵ｇｅｎｅ︑
ジーン︶ 中楽しめるウォーキングコ

でした︒そんなときにド・

交代も早いので突然変異を

はいませんが︑安養寺から

回る順序は特に決まって
き合い方を考える形式です︒ 望︑または聴講を希望する

の山門のところに弁財天が
立っています︒

毘沙門天

︱

宝蔵寺の後は東樹院多聞
寺︵ 中 原 区 宮 内 １

です︒毘沙門天は長禄︵１

︱ ４６０年︶の昔︑
４５７ １

この地の豪族が発見した由

緒あるもので︑今は山門脇

ニコニコ顔の布袋尊

32

19

のお堂の中にあります︒

お堂の中に恵比寿様

☎044 299 4780 ☎044 266 5759 ☎044 533 1223

フリースの突然変異論が出
昨年の８月から︑学校に

スタートすると効率よく回

時間に制限があるので︑

場合は健康まちづくり推進

行かない・行けない子の親

から

キロの道のりになり

ることができます︒全行程

相談できる人は４人くらい

は約
ます︒

福禄寿
スタート

ＪＲ南武線武蔵新城駅か
ら出発して︑安養寺︵中原
︱ ︶まで徒
区上新城１ ︱９ ５

歩で約６分︒ここには七福

ここからスタート

13

唯一女性の神様

シリーズ
第 32 回
31

桑島 政臣
所長
協同ふじさきクリニック

主催 ぷれーん 不登校を考える親の会 in川崎区

85

1945年、樺太生まれ東京都立大学卒
東京大学大学院博士課程単位取得、
教育行政学専攻、長崎総合科学大学
教授、神戸大学教授を経て大阪千代
田短期大学学長、
神戸大学名誉教授。
不登校・登校拒否を考える親の会相
談員。主な著者は「子どもは『育ち直
し』
の名人」
「子どもが教えてくれた
こと」
「人が育つ条件」

部︵左記︶までお電話くだ

が交流する場としてスター

さい︒

広木 克行

生命科学の歴史

公開

ショウジョウバエの染色体

日時 ４月24日（日）午後１時30分〜４時
場所 川崎市教育文化会館第５会議室
（川崎区富士見２ １ ３）
参加費 300円
問い合わせ申込みは ℡090 6706 5454
健康まちづくり推進部 しろたに まで

を予定しています︒相談希

戸大学名誉教授の広木克行
さんを講師として招き︑公
開カウンセリングを４月
日に開催します︒
公開カウンセリングと
は︑相談したい人の中から

11

神のひとつ福禄寿がありま

11

何人か選出して︑広木さん
に︑自分の子どもの事や自
分自身のことを相談しアド
バイスをしてもらいます︒
そして︑会場に参加してい
る人たちは︑そのアドバイ
スを参考にして︑子どもへ
の接し方や︑子どもへの向

公開カウンセリング

トした﹁ぷれーん﹂は︑神

24

突然変異と遺伝子の発見
第16回

人間の過去・現在・未来
߿ߐߒ

（２）
第６６８号
毎月１日一回発行

川 崎 医 療 生 協
２０２２年４月１日

（３）

川 崎 医 療 生 協

２０２２年４月１日

く

支部総会日程

いる新型コロナウイルス

世界中を長い間覆って

できないもどかしさとつ

ただ見ているだけで何も

ル３人組の横濱シスター

活動をする女性ヴォーカ

ーをもつ横濱シスターズ

ズなど幅広いレパートリ

メリカン・オールディー

り３月
万

げ︑あっという間に広ま

ームページなどがとりあ

者にオンライン配信で販

協会主催︶の動画を支援

クリサ＆フレンズ﹀
﹂︵同

など取らずそのまま国際

ズ は︑ ウ ク ラ イ ナ 国 歌

また︑コメントも相次

らさを感じ︑自分にでき

ることはないかと模索し

企画をライフワークにし

が収束に向かわないかぎ

り︑これをしのぐ国際的

ている日本人は多いでし

ＮＧＯ法人ＡＤＲＡウク

﹁ ウクラ イナ は 滅 び ず ﹂

な事件はないと思ってい

ぎ ﹁ 今︑ 真 っ 暗 な 地 下

日現在で約

回も再生されました︒

28

60
売︒集まったお金は経費

ライナへ送り︑現地での

34

は︑世界の国歌をうたう

で動画をみています︒光

４／21（木）あさお診療所組合員ルーム 14：00

の国歌を動画にアップし

麻生南

医療品や必要物資にあて

４／27（水）あさお診療所組合員ルーム 14：00

がないのであなたたちの

麻生北

55

ました︒

10：00

ています︒

久地診療所会議室

歌が光の代わりです﹂

４／23（土）

ウクライナ国歌につい

多 摩

同協会代表でヴァイオ

10：00

﹁ほかの国の人が歌って

久地診療所会議室

ては︑一昨年横浜市とウ

４／10（日）

リニストの澤田智恵さん

宿河原

く れ ること が う れ しい ﹂

４／23（土） 久地診療所組合員ルーム 10：00

クライナのオデッサ市が

長尾堰

によると︑コンサートを

13：30

などの言葉がウクライナ

ほっとルーム

周年を迎

５／７（土）

姉妹都市提携

溝の口

開く劇場も爆撃の被害を

10：00

と心配されます︒拡大す

プラザ橘

ジャーナリスト

４／11（月）

川井 龍介

橘

から 届 きました︒﹁コメ

４／23（土） 市営南平住宅第１集会所 14：00

えたのを機にレパートリ

宮 前

55

受けているようです︒黒

10：00

海沿岸の風光明媚な港湾

久地診組合員ルーム

く な ること が あ り ま す ﹂

５／13（金）

ントを読んでいるとつら

たかつ

かしウクライナ語の発音

13：00

ーに取り入れました︒し

ルーム３色すみれ

都市オデッサは︑ウクラ

４／30（土）

と︑リーダーのＭＡＨＯ

小 杉

をチェックしてもらえる

10：00

イナ第 三の都 市で ﹁次

ルーム３色すみれ

さんは言いますが︑ウク

４／23（土）

人がみつからずアップを

住 吉

はオデッサが 標 的 か﹂

10：00

ライナ民謡も続けてアッ

上平間第３町内会館

保留していたところ︑ロ

４／18（月）

プしました︒

玉 川

15

シア侵攻が予測されたた

14：00

る被害を見るのは辛いで

日吉事務所

横浜市との関係では︑

４／23（土）

め ﹁ 今 届 け な く て は︒

日 吉

すが目を背けず︑少しで

４／23（土）メディホープなかはらビル３階会議室 12：30

日本ウクライナ芸術協会

新川崎

ウクライナの人にぜひき

４／21（木）川崎セツルメント診療所３階 10：00

もできる支援の方法を模

古 向

が︑昨年末横浜市で開か

10：30

いてもらいたい﹂ と 急

ひだまり

索したいものです︒

５／７（土）

れ た ﹁ 横 浜 オ デッサ 姉

南河原

日にユーチュー

13：00

ウクライナ国家をうたう横濱シスターズ

遽２月

御幸集会所

周年記念ガ

４／23（土）

妹都市提携

御 幸

ラコンサート︿オレグ・

10：00

するとオデッサ市のホ

４／16（土） くらしの相談センター

ヵ国

４／13（水）組合員ルーム（コスモスルーム）10：00

ていて︑これまで

京 町

ょう︒

５／２（月）組合員ルーム（コスモスルーム）13：30

たところ︑ロシアによる

浅 田

その一方で︑日本も核

４／23（土）組合員ルーム（コスモスルーム）14：00

ウクライナ侵攻というと

東小田

兵器をアメリカと共有す

５／14（土）組合員ルーム（コスモスルーム）10：00

んでもない事件が起き︑

小 田

べきだとすぐさま言い出

４／27（水）ふじさきクリニック組合員ルーム 10：00

残念ながら毎日このニュ

渡 田

はありませんが︑ものに

４／18（月）ふじさきクリニック組合員ルーム 10：00

は優先順位というものが

浜 町

あります︒ここでの核共

４／22（金）ふじさきクリニック組合員ルーム 10：00

有論の持ち出しは︑近く

大 島

で火事に遭い焼け出され

４／20（水）ふじさきクリニック組合員ルーム 10：00

て困っている人がいるの

桜 本

に︑まっさきに自分の家

４／21（木）ふじさきクリニック組合員ルーム 10：00

の火災保険を見直そうと

池上新町

あわてるようで恥ずかし

５／12（木）ふじさきクリニック組合員ルーム 10：00

の動 画をユーチューブに

観 音

アップすることで︑支援

５／10（火）ふじさきクリニック組合員ルーム 10：00

市民レベルではさまざ

藤崎南

の気持ちを表しています︒ ブにアップしました︒

４／26（火）ふじさきクリニック組合員ルーム 12：30

Ｒ＆Ｂ︑昭和歌謡︑ア

藤崎北

い限りです︒

10：00

まな支援が行われていま

はたや旭町事務所

す︒横浜市を拠点に音楽

大師フレンド ５／７（土）

川崎駅前

⑳ ウクライナへ

４／30（土）レインボーの家川崎大師４階 11：30

す政治家もいました︒安

10：00

ースが報道されることに

大師 組合員ルーム

コロナの風

全保障についてさまざま

大師中央

５／12（木）

14：30

シリーズコラム

会

なってしまいました︒破

５／２（月） 川崎大師ガーデニア会議室 10：00

大師レインボー ５／２（月） 川崎区田町山田宅隣家
南大師

開始時間

・ 社

な意見を出すことに異論

会場

し

第６６８号

壊される町︑傷つき殺さ

大師東

月日
（曜日）

ら

れる人︒こうした映像を

支部

毎月１日一回発行

※新型コロナウイルスの関係で日程や場所を変更する場合があります。
【作り方】
❶ カジキは一口大に切り、塩・胡椒する。
❷ 玉ねぎは薄切りにする。
❸ 新ジャガイモは茹で、皮を剥いてつぶし、マヨネーズを混ぜておく。
❹ 鍋に油を熱し、玉ねぎをしんなりするまでよく炒め、❶を加える。
さらにカジキにある程度火が通ったら、カレー粉を加えてさらに
☆新ジャガイモと魚のポテトグラタン☆
炒めて、カジキの中まで火を通す。
川崎協同病院栄養科 管理栄養士 南 明日香 ❺ ❸と❹を混ぜ合わせる。油を塗った耐熱皿2皿に半量ずつ入れ、
パン粉・粉チーズ・乾燥パセリをふり、天板に並べて200度くらい
【材料】（２人分）
のオーブンで5〜8分、
表面に焼き色がつく程度まで焼いたら完成。
・カジキ
大きめ1切れ(180g)
（オーブンではなくパン用トースターで、表面に焼き目がつくまで焼
・玉ねぎ
1/2量(120g)
・新ジャガイモ
2個(180g)
いてもよし）
・塩
少々
♥一口メモ
・胡椒
少々
魚は、タラ(骨・皮なし)でも美味しく仕上がります。
小さじ1強(6ｇ)
・油
タラのように身が崩れやすい魚の場合は、④の魚を
・カレー粉
小さじ1/4(0.3ｇ)
炒める際、魚に余り触れないこと。また、ジャガイ
大さじ5 1/2(66ｇ)
・マヨネーズ
モと混ぜる時もへらで大きく混ぜるか、魚のみ先に
・パン粉
適量(大さじ２.6ｇ)
耐熱皿に取り分けて、玉ねぎとジャガイモのみで混
・粉チーズ
適量(大さじ1、6ｇ)
ぜ合わせたものを耐熱皿に盛ることをお勧めします。
・乾燥パセリ
少々

からだにやさしい料理

第37回

魚・海鮮を食べよう！①

１人分 500kcal. タンパク質 20ｇ 塩分1.2ｇ

2021 年度のテーマ

してきました︒また︑組合

表にして︑住民に情報発信

方法で接種ができるのかを

ら︑川崎市ではどのような

りばとの交流が始まりまし

ＮＰＯフリースペースたま

高津区の社会福祉協議会や

催しています︒ここでは︑

い班が結成されました︒

ング企画からは５つの新し

ます︒小田地域のウォーキ

りくみから仲間が増えてい

が２人増える等︑新たなと

円の純増にとどまっていま

純減︑出資金は１５６６万

年度累計では加入が 人の

一方︑脱退と減資も多く︑

手づくりや新規加入がある

す︒新たなとりくみで担い

え︑ 月は事業収益目標を

はベッド稼働数が目標を超

改善にとりくみ︑ 月以降

ェクト会議﹂を設置し経営

として﹁樹の丘対策プロジ

８８万円の赤字です︒法人

しく判断するために︑年度

の補助金は︑経営実態を正

入金されています︒これら

万円で︑すでにその一部は

助金申請額は 億７０６６

法人全体の１月時点での補

よる︶声のお元気ですか訪

協 同 地 域 で は﹁︵ 電 話 に

変化アンケート
︵回答数１︑ した︒

公園︑大師公園︑旭町︑伊

ーキングは︑川崎区の桜川

コロナ禍で始まったウォ

２０２１年度
生協活動総括︵案︶
た︒

保育園休園等による出勤困
２ １ ４ 人 ︶﹂ で は︑ ふ だ ん
問﹂でつながった人たちを

そのような中︑事業所健
宅にいる時間が増え運動不

わった﹂と答えており︑自
した︒

りを強くすることができま

訪問し︑医療生協のつなが

月から

月の﹁知
ってもらおうキャンペー

毎年

知ってもらおう
キャンペーン

医療生協の組合員
を増やす事がカギ

員であるかを問わずワクチ

難者が多数発生し︑医療・
とりくんでいる健康づくり

ン接種申し込みを代行しま

介護・福祉事業の継続的提

診等でつながりのある中小
足で体力が衰えたと感じる

ン﹂では︑コロナ禍でも︑

を増やすことは私たちの事

す︒医療生協組合員の仲間

も︑療養の質の向上や︑関

れ始めています︒これから

超過達成する等︑成果が表

末に一括して計上します︒

ベッド稼働目標を維持し︑

所マネジメントを強化し︑

連施設との連携強化︑入退

ロナ補助金入金等による普

万円増加しました︒主にコ

円で︑期首より７億３８２

総資産は 億２６５０万

財政状況

業の根幹であり︑次年度へ

の課題です︒

２０２１年度
事業活動の特徴

費用の圧縮を目指します︒

通預金増によるものです︒

Ａ川崎からはじゃがいもの

勢町︑田町︑中瀬︑小田公

支部では﹁サンクスメッセ

して活用しました︒新川崎

協を知ってもらうツールと

ク﹂を作成し︑川崎医療生

たに﹁医療生協ガイドブッ

とりくみました︒また︑新

謝の想いやつながりを見え

た︒予算未達成の主な要因

６９０４万円上回りまし

成でした︒前年比では４億

▲１億９００３万円の未達

円の黒字です︶
︒予算差は

を含めると

億８０６３万

ージ﹂や﹁健康チャレンジ﹂ の赤字です︵コロナ補助金

る化する﹁サンクスメッセ

は︑予算よりも人件費が増

経常利益は▲４４４９万円

４月〜１月までの累計の

業所群で ％以上︶です︒

％以上︑診療所群と介護事

６・１％以上︵病院３・２

すべき目標は法人全体で

２２年度以降︑最低限達成

標に位置づけました︒２０

合︶を資金獲得力を表す指

常利益と減価償却費の割

益率︵事業収益に占める経

２０２１年度は償却前利

よるものです︒

産の増加は主に出資金増に

６万円の純増でした︒純資

６８３万円で︑累計１５６

した︒出資金残高は 億８

首より９７５万円増加しま

は 億６１６６万円で︑期

産︵ 出 資 金 や 利 益 剰 余 金 ︶

万円減少しています︒純資

金は期首より１億３４４５

１月までの経営成績

接種では﹁断らざるをえな
医療生協をつくるために︑

２０２１年４月からは︑

提供もありました︒

園︑小田７丁目公園︑渡田

２０２１年度は１月時点の

億８千万円で︑長期借入

金融機関等の借入金残高は

い﹂事態も発生し︑職員も
組合員に限らず困難を抱え

新町公園の９ヵ所で定期的

えたことと︑入院収益と介

償却前利益率を
指標に

２０２１年度も新型コロ
やりきれない思いを抱えな
る人たちとつながるとりく

坂戸診療所の近隣で︑生活

護収益が予算を下回った事

ぼす川崎市長選挙と衆議院

け入れや︑コロナワクチン

選挙がありました︒そのな

護相談﹂は︑

﹁ 誰 一 人 取 り 残 さ な い ﹂ に食糧を配付しました︒Ｊ

計 回開催し延べ７２４人

月までに合

ントリー＆生活・医療・介

ナウイルスの感染拡大に追
がら応対しました︒限られ

クラブたかつデポーとの合

ージ﹂に応募してくれた組

12

入院患者や発熱外来の受

われた１年でした︒秋には
た人員体制と医療資源でど
ちづくり推進部では︑法人

みをすすめました︒健康ま

合員が配付者となるうれし

くの施設でクラスターが発

一人ひとりと
つながる

川崎医療生協の事業と住民
こまで﹁断らない﹂対応が

に行っています︒大師地域

す︒

生するなか︑感染対策に注

介護事業所は︑近隣の多

か川崎医療生協は︑患者・
療権を守る立場で事業と運

利用者・地域住民の命と受
動の継続に奮闘してきまし

現預金残高は 億９６４

は︑７月以降に人員体制の

によるものです︒入院収益

２・１％であり︑目標を超

償却前利益率は法人全体で

です︒福祉医療機構からの

０万円で月商倍率３・５倍

過達成しているのは︑あさ

月商倍率は２・４倍︵基準

６・８億円の借入を除いた

地域に配付し好評を得まし

﹁大師お店マップ﹂を作り︑ い成果もありました︒

お診療所と生協歯科クリニ

生協４課題

悪化や︑第５波の影響によ

を含む介護事業所群は▲

中長期事業
計画づくり

る空床の増加︑感染症の流

外来収益は発熱外来など

２・０％と事業で資金が流

加入・増資ともに前年よ

の対応に大奮闘し予算を超

２０２１年 月に理事︑

役員︑職員管理者の参加で

による受診控えの影響を受

ドを空けて準備する医療機

染で入院する患者用のベッ

た︒今後 年間の﹁事業計

大綱﹂を討議し確認しまし

老健樹の丘は４６７万円

６％と回復しています︒

療所群だけみると１００・

％の到達です︒しかし︑診

１９年度比は全体で ・８

を超えているものの︑２０

成でした︒受診者数は前年

益は予算比

ることが確定しています︒

０２２年３月まで支給され

に応じた補助金があり︑２

接種を行う事業所にも実績

発熱外来やコロナワクチン

算﹂があります︒その他︑

い診療報酬がつく﹁特例加

と︑治療を行った場合に高

です︒

事業計画﹂を提案する予定

総代会に﹁２０２２中長期

この大綱をベースに次期

ました︒

総論と各論に分けて提起し

保運動﹂の５項目について

成と確保﹂
﹁生協運動﹂
﹁社

﹁職員の育
関に支払われる
﹁空床補償﹂ 画﹂﹁経営計画﹂

・６％で未達

けています︒健康診断の収

補助金は主に︑コロナ感 ﹁ ２ ０ ２ ２ 中 長 期 事 業 計 画

コロナ補助金

出している状況です︒

％の到達であり︑コロナ

来患者数を比較するとまだ

流行前の２０１９年度と外

過達成しましたが︑コロナ

８月から始まった﹁不登

59.4%

た︒

104人

意を払いながらサービスの

175人

提供を継続してきました︒

配付者増やし

た︒

34.3%

は １・ ０ 倍︑ ６ 億 円 以 上 ︶

12班

です︒

35班

ックのみでした︒協同病院

班増やし

は▲０・３％︑老健樹の丘

87.8%

行による病床規制も重なり

1億529万円

収益が下がりました︒

1億2000万円

りも下回っています︒２月

出資金増やし

までの到達は表のとおりで

75.5%

川崎

1132人

校を考える親の会

●2021年度４課題到達（２月末現在）

区﹂は︑不登校の子を持つ

1500人

親はどこに相談していいか

組合員増やし

コロナ拡大の中で
医療・介護を継続
コロナ禍でおこった
地域の変化

悩む人が多く︑その人たち
とつながり交流する場をつ
くることができました︒

担い手が生まれる
ウォーキング企画から多
くの配付者が生まれまし
た︒また︑フードパントリ
ーのボランティアの組合員

12

﹁断らない﹂
対応を目指し
コロナ禍で医療供給体制
の不足︑保健所機能が麻痺

組合員から寄付された大根も配付した川崎区のフードパントリー

10

12

19

の黒字予算に対して▲３３

10

するなか︑川崎協同病院で

事業所利用委員会が８月

15

13

93

は救急搬送困難事例が発生
し︑病院・診療所の外来に
は発熱者や検査希望者が殺

に行った﹁医療生協とコロ

20

10

﹁ 加 入・ 出 資 金 増 や し ﹂ に

の暮らしに大きな影響を及
できるか引き続き追求しま

では地元のお店を紹介する

組合員や職員のお互いの感

15

74

地域とつながる

供が危ぶまれる状況でした︒ について ・６％の人が
﹁変

事業者や︑障がい者施設へ
２０２１年２月から協同

声が多々ありました︒
ふじさきクリニック駐車場

11

同で﹁フードパントリー＆

で開催している﹁フードパ

12

フードドライブ﹂を毎月開

つながるとりくみ

の出張ワクチン接種や︑自
宅療養者へのフォローや︑

11

いことへの不満もききなが

薬の配達も行いました︒

サンタの衣装で食料を渡す高津のフー
ドパントリー

42

87

到しました︒加えてコロナ

外来とその問い合わせに忙

ナ禍での健康づくり・生活

86

目標比
到 達
目 標
項 目

ワクチンの供給が需要に追
いつかないなど︑病院・診
療所の窓口は通常の医療の

殺されました︒職員のなか

ほか︑発熱外来やワクチン

にも陽性者︑濃厚接触者︑

体温チェック等の対策をとる協同病院

事業所でワクチンを打てな

命と受療権を
まもり奮闘した

10

50

支部総会
討議資料

ひとりじゃない
ここに
医療生協がある

（４）
第６６８号
毎月１日一回発行

川 崎 医 療 生 協
２０２２年４月１日

２０２２年度

えるため︑必要な利益を安

る将来の大型設備投資に備

リニューアル等︑想定され

をはじめとする各事業所の

二つ目の柱は︑協同病院

かけます︒

をつくりあげることを呼び

り 組 み︑
﹁私たちの病院﹂

丸となって建設大運動に取

際には︑職員と組合員が一

川崎医療生協方針
︵案︶

２０２２年度は︑引き続

となった健康格差︑経済格

り︑コロナ禍でさらに深刻

職員の健康と受療権をまも

やし︑医療生協の基盤づく

り︑生協運動の担い手を増

活動は医療生協の両輪であ

す︒また︑経営活動と生協

構造を作り上げることで

活により懸念される︑認知

ナ禍による自粛やマスク生

高齢化が進み︑またコロ

き患者・利用者・地域住民・ 定的に確保するための経営

差に高くアンテナをはり︑
りの強化をはかります︒

連携しながら
健康づくり

より困難な状況にある方に

レイルの進行を予防するた

症やフレイル・オーラルフ

寄り添う立場で事業と運動
をすすめます︒また現在︑
ロシアによるウクライナへ

医療生協運動の
方向性
め︑健康づくり︵ヘルスプ
ロモーション︶活動を強化

は︑リハビリ機能等のサー

紹介業者の活用比率を下げ

す︒高額な紹介料がかかる

丸となって目標を確実にや

目標を全職員が共有し︑一

え︑提案していく支部にし
ビスの質の向上と︑久地診

ていきます︒取り組む課題
療所や介護事業所との連携

を実践していきます︒

強化にし︑地域から信頼さ

り遂げ︑必要利益を生み出

によっては︑医療生協以外

れ選ばれる事業所として稼

す強固な経営構造の土台を

の地域の事業所と一緒に取

働を高め︑必要利益を安定

％以下︵２０１

す め ま す︒﹁ 人 件 費 率 ＋ 材

るための業務の合理化をす

減価償却費︶は年間で４・

な償却前利益︵経常利益＋

備投資に備えるために必要

想定される将来の大型設

定年制度の改定

〜 億円近い投資額

れる為の実績をつくらない

の建設資金を確実に借り入

の初年度であり︑協同病院

構造の土台を構築する転換

は︑それを可能とする経営

が必要です︒２０２２年度

は︑

協同病院リニューアルに

経営構造転換の
初年度に

度の改定を行います︒

億円︵３・２％︶
︑診療所・

％︶が 最 低 限 の 目 標 で

介護事業所群は３・１億円

の審査基準︵償却前利益５

福祉医療機構等からの融資

± ０ と し ま す︵ ※ 表 １ ︶
︒

ンターは補助金により損益

所黒字化︑包括包括支援セ

アプランセンターは全事業

事業所郡は２・２億円︑ケ

は２千万円︑診療所・介護

２・４億円です︒協同病院

年間の目標は法人全体で

なお︑
経常利益としては︑

す︒

歳を定年としている定年制 ︵

労働組合とも協議し︑

１％︶です︒病院は１・３

９年度 ・７％︶とします︒ ４億円︵償却前利益率６・

料率﹂を

料費率＋委託費率＋リース

法人全体の費用を圧縮す

るため︑ホームページの見

り組んでいくことも探求し

えが検討されている事業に

直し等や雇用条件の見直し

ます︒地域の困ったを解決

的に確保します︒

ついては︑川崎医療生協に

しっかりとつくりあげます︒

できるキーステーションに

イベントをＳＮＳで宣伝

とって大きな事業であり︑

を検討します︒

全世代を対象に︑組合員
川崎医療生協がなっていく

﹁いくつになっても
健康で暮らしたい﹂
と思える地域づくり
が参加したいと思う支部の
支部活動をすすめていきま

を強め︑若い世代が組合員

建設用地が確保できた際に

２０２２年度の
必要な償却前利益

イベントや︑班会メニュー
す︒

の活動に興味が持てる企画

は︑役職員︑総代・支部運

上させ︑病気の早期発見︑

域労働者の健診受診率を向

健診事業は︑組合員と地

かかりやすく
質の良い健康診断

期を考慮し決定します︒

費用の圧縮

体験会などを開催し︑今ま

建設大運動

を進めます︒また︑高齢者

営委員をはじめ組合員の多

ナや報酬改定で悪化した経

ズに対応できるよう︑コロ

者の増加に伴う多様なニー

介護事業は︑要介護高齢

多様なニーズに対応
できる介護事業

で参加できなかった組合員
や地域の人が参加できる企
画をすすめます︒

協同病院や歯科クリニッ

を中心に︑スマホや電子媒

くの参加で︑一丸となって

電子媒体の活用

体を活用したいと思う人へ

ク︑坂戸診療所等︑建て替

のサポートも行います︒

建設大運動にとりくみます︒

２０２２年度の
事業方針

営を改善し︑事業計測や投
資ができる経営基盤を確立
します︒

％以上︶をクリアすること

6.1

が最大の課題です︒

439

まずは今後５年間の経営

といけません︒

244

早期治療につなげます︒協

194

同病院とふじさきクリニッ

7,200

の軍事侵攻がすすめられて

に頼らずに償却前利益でプ

0.1

います︒戦争はどのような

ラスとなる事業を構築しま

０

補助金に頼らない
病院を
職員と組合員が医療生協

―

クの健診機能を統合し︑か

０

かりやすさと質の向上にと

120

安心のネットワーク

の事業所を地域に宣伝をで

す︒病院リニューアル後の

りくみます︒健診事務セン

ターは健診システムの更新

を行います︒

ケアプラン
地域包括

協同病院はコロナ補助金

新たな支部づくり︑班づ

きるように︑職員と組合員

事業構想を作ります︒
た︑職員が地域住民と積極

10.0

事業所の宣伝を
もっと多くの人に

くりをすすめ︑顔の見える

の交流を深め︑事業所の活

的に交流できる場所をつく

312

します︒自治体や他団体と

であり︑加えて︑このこと
身近な範囲で安心のネット

機関紙の配付者や活動に

用を促進していきます︒ま

す︒参加する組合員の﹁い

訪問看護の強化

在宅で生活している患者

を支える訪問看護機能を強

化します︒医療・看護・介

護の切れ目なく患者の生活

225

の連携や共同を追及します︒

を理由にした軍備増強の論

参加する組合員ふやし等の

きがい﹂や﹁やりがい﹂を

症予防・フレイル・オーラ

87

理由があれ許されない行為

調が特に改憲勢力から発信
ワークづくりを強化します︒

担い手づくりを強化しま

合員と職員が︑日々の活動

ルフレイル予防・子育てサ

を支える訪問看護機能を強

化することで︑病院・診療

所との相互的強化にとりく
みます︒

人材確保

3,120

担い手づくり強化

されています︒私たちの理
も活用し︑組合員同士︑組

課題の重要性を認識し︑学
を交流し︑理解を深め︑加

医機能﹂の強化︑
特定健診・

診療所群は﹁かかりつけ

診療所は健康づくり
機能の強化

念 で あ る﹁ 平 和 を ま も る ﹂ またＳＮＳやＷｅｂツール
習と運動をすすめます︒

ります︒

がん検診・事業所健診等の
を考え︑法人に声を上げて

診療所群の
リニューアル
いく組織にしていきます︒

坂戸診療所︑生協歯科ク

支部がより一層地域の事 ﹁ 予 防 機 能 ﹂ の 強 化︑ 認 知

支部が元気に

大切に︑共有する場をつく

高めます︒そのための指標

ります︒

として︑生協４課題の目標

入・増資を訴える力を強く

一 つ 目 の 柱 は︑﹁ ２ ０ ２

２０２２年度の組
合員活動方針

し︑事業と運動への結集を

２中長期事業計画﹂を策定

を定め取組みます︒

２０２２年度
総代会方針２つの柱

し︑川崎医療生協の 年後
までの事業計画を作りあげ

生協４課題

リニックはニューアルを想
て替え後の事業計画︑資金

ークル・健康チャレンジ等

します︒

のつながりづくりにより
っていることなどをよりた

計画︑経営計画を策定しま
す︒

そのために︑支部運営委員
コロナ禍の影響で︑人と

くさん話し合うようにしま

会で地域の話題や︑班会の

表にあるように︑２０２

ひとのつながりが希薄にな

す︒そして︑支部として何

組合員だけでなく
地域全体が健康に
２年度の生協４課題の目標

りました︒川崎医療生協の

ることです︒その目的は︑
無差別平等の医療介護の実

を立てますが︑年度中に協

つながりづくりを組合員だ

定し︑土地の確保および建

践を通じて︑誰もが安心し

同病院の建て替えなどの大

活動状況や悩み︑地域の困 ﹁ 健 康 づ く り 機 能 ﹂ を 強 化

て暮らし続けられるまちづ

きな方針が決まった時に

医師︑看護師︑介護職等

の人材確保の困難は深刻で

坂戸診療所（高津区）

生協歯科クリニック（川崎区）

175人
配付者増やし

くりをおこなうことです︒

建設を開始する時期につ
いては︑協同病院の建設時

診療所・
介護事業所

35班
班増やし

老朽化が進む川崎協同病院

樹の丘は必要利益を
安定的に
介護老人保健施設樹の丘

3.2

１億2000万円

ができるか︑そのために法

127

出資金増やし

けでなく︑地域にひろげて

20

2000人

﹁地域まるごと健康づくり﹂ 人に何をしてほしいかを考

107

組合員増やし

は︑提案を修正して取り組

10

3,960

2022年度４課題目標

みます︒

経常
償却前
＋減償 利益（％）

経常
利益

減価
償却

事業
収益

支部総会
「あってよかった」 討議資料

の建替えは待ったなしであ

60

協同病院

合計

70

2022 年度のテーマ
り︑建設用地が確保できた

83

87

60

（単位：百万円）

表１ 大型設備投資に備える経営目標

介護老人保健施設 樹の丘（高津区）
なかはら在宅サポートセンター（中原区）

川崎医療生協
ホームページ

医療生協
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川 崎 医 療 生 協
２０２２年４月１日
（５）

椿

つまみ細工

４

囲碁サロン

囲碁

４

柿生会

柿生会だよりの編集・発送

５

黄金

ワクチンの基礎知識

３

ロード

らくらくロコモに便乗

３

おたまじゃくし

唱歌童謡を歌う

５

横井

ロシアについて

７

さくら

ワクチンの基礎知識

３

ミルキー

コロナについて

３

手芸編み物クラブ マフラー編み、エコタワシ作り ３

して生まれた︒学校に通

︿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︒

京町支部

うことができず演劇に興

10

けやき

15

㉒㉒

多摩支部

ワールドヒストリーを歩く
話コーナーに１００冊位

５

４人

味を持ち天才的な空想力

ルセンの国だ︒ファンタ

が並んでいた︒庭では子

各自で各テーマを描く

でたくさんの童話を描

うだ︒夜の遅くまで開い
ジックな想いが描かれる

どもたちが寝ころんで絵

渡田支部

童話の国デンマーク ︱アンデルセン生地に感動す︱
ンガ造りの建物だ︒宿泊
ている︒夏季と冬季の期
国だ︒

４

く︒記念館には日本の童
料は４万円︒
間限定で開園されるた

絵手紙

北欧デンマークと言え
夕方︑市内の目抜き通

エンゼル①

ばはるかな国と思った︒
地球の北極まわりなので
め︑開園を心待ちにして

本を読んでいた︒まさに

りを散歩︒町並みがじつ
アンデルセンの生地オ

成田空港よりコペンハー

ベビーキルト

30

コピー用紙での封筒作り

キルトのなかま

ーデンセの町をたずねま ﹁ ア ン デ ル セ ン の 世 界 ﹂

麻生南支部

公園内の花だん作り

手芸

８

いる人は多い︒

４

溝ノ口支部

に美しい︒通りの建物は

橘支部

梶ヶ谷

分

群読

せんごく

日吉公園からせせらぎ緑道 春の気づきウォーキング 10

時

２

小杉支部

ゲン国際空港へ

山田富士公園ウォーク

コスモス

だなと感動させられまし

すみれ

浅田支部

た︒

５

防災センターストレッチ ちょこっとウォークとストレッチ ６

□

３

脳トレ

６

□

近況雑談、脳トレ

野川南台

気功と八方五歩

□

戦前のデンマークの民
衆はドイツ軍の侵略に対

白旗台

気功と太極拳

した︒この町の人口は

間︒車窓からは菜の花畑
や麦畑︒牧草地がどこま

バードウオッチング 鳥と自然観察

６

御幸支部

と思ったより短く感じた︒ どれも５・６階建てに統

市庁舎前のアンデルセ

３

雑談

雛人形を造ろう

万人の地方都市︒コペン

ン通りへ︒アンデルセン

茶話会

なわて

ニュース仕分け

あじさい

一され︑じつに落ち着い

制︶
︒元首はマーグレー

し地下活動に︒レジスタ

６

大倉山梅園観賞会

でも続く︒所々に風車も

ンス活動で抵抗した︒戦

ＩＴ

４

キャロット

デンマークは国名デン

テ２世女王︒面積は日本
の大きな銅像は酸性雨で

見える︒ラベルト海峡を

後は中立国としての歩み

７

プルメリア

４

ハーゲンから特急で２時

の９分の１位︒人口は５
かなり汚れている︒通り

渡るとオーデンセ駅︒そ

を続けている︒

プアカーネーション フラダンス

３

ストレッチ・ダンベル体操

た景観だ︒

８３万人︒宗教はプロテ
の反対側は︑
チボリ公園︒

こから歩いて 分ほどで

体組成チェック

東小田支部

４

ニュース仕分け

３

懇談

３

おしゃべり

年金大師

川崎駅前支部

マ ー ク 王 国︵ 立 憲 君 主

スタント︒首都はコペン
コペンハーゲンっ子の心

宮前支部

そら豆

ハーゲン︒色とりどりの

３

住吉支部

デンマークは１９７０

おしゃべり増資

きら美

アンデルセンの生地に着

青空平間会

３

のふるさとと呼ばれてい

３

３

建物が建ち並び町の中心

玉川支部

とにかく体を動かしましょう

体組成チェック

年代７％の失業率に苦し

５

桜

体組成チェック

く︒記念館を見学する︒

んだ︒現在は社会民主主
義政権のもとで世界に誇

５

ちょこっとウォーク 北風の中で

夏つばき

る︒園内は遊園地になっ

アンデルセンといえば
﹁人魚姫﹂
﹁おや指姫﹂
﹁裸

る福祉国家を築きＩＴ産
業中心に経済的安定をは

健康麻雀

５

たんぽぽ

には運河が流れる美しい
てさまざまな遊具の他に
劇場︑
コンサートホール・

の王様﹂などがよく読ま
れています︒

佐々木 勝男

かっている︒
編集委員

すずめ

あみ物など

小田公園チョコットウォーク参加 ６

町です︒
□ □ □

デンマークと言えば世

アンデルセンは︑１８
０５年貧しい靴屋の子と

22

リメイク

４

３

東門前

４

□ □
軒以上ものレストランや

界の子どもたちに愛され
ている童話作家のアンデ

触者とな
った夫は
咳︑私は
度

・７度
から

敬老会食（外食）

南河原支部

ひまわり

７

３

久地梅林を訪ねる

浜町支部

小田支部

□
庁舎広場の向かいにある
みやげ店が立ち並んでい

アトラクション施設︒

高級ホテル︒高い時計台
る︒まさに一大天国のよ

齢では断られることも多
く心が折れることも多か
ったです︒でもやっとわ
が家に来てくれる犬が決
まりました︒あきらめず

16

シクラメン

４

７

茶話会

朝食メニューを描く

未摘花

10

みそづくり

ホテルは市内中央の市

があり宮殿を思わせるレ

です︒自分にできること
を模索中です︒

わが家にワンちゃん
川崎区 岩本 千賀子

健康麻雀

３

元気な顔合わせ

ニュース配付先地図落とし

絵手紙

水彩画

ウォーキング

３

例会

観て楽しむ会

できること模索中
麻生区 岡野 由美子
退職して早３年︒まだ
まだ元気いっぱい︒
でも︑

の 発 熱
で︑大師
診療所に受診しました︒

つれづれ

茶話会

いなほ

６

申し込んで良かったで
す︒トイプードルのメス
２歳︑とってもかわいい

大変な中にもかかわら
ず医師︑看護師︑スタッ

７

ころぼっくる

池上新町支部

犬が飼いたい︑次は保
護犬と決めていました︒
あちこちで調べて申し込

です︒いやしと生きがい
になります︒

フの対応もよく︑帰り際
に﹁お大事に﹂と声をか
けていただきホロッとし

18

建設中の特養ホーム見学

３

観音支部

リクルート欄に理学療法
士やら作業療法士やら看
護士などの募集が載るた

んでもなかなか決まら
ず︑保護団体では私の年

佐野 セイ

コロナで外来へ
川崎区

ました︒本当にありがと
うございました︒

映画上映会

アカシヤ

８

欅

３

７

懇談

大師フレンド支部

読者の声

青木 智子

事故がやたら取り沙汰さ

先日家族の１人がコロ
ナ陽性と診断され自宅療

シネマ

３

作品作りと血圧チェック

観音健康ボウリング ボーリング

早くよくなりたい
川崎区

取っておけばよかったな

び﹁ああ︑免許や資格を

いました︒ぎっくり腰︒

ー﹂と思います︒運転免

年ぶり位にやっちゃ
コルセットをして職場
ゆっくりしか動けませ

れる世の中︑この唯一の

へ︒
重いもの持てません︒ 許しかない私︒高齢者の
ん︒と言って皆さんの優

免許もあと何年かで返還

５

年間計画づくり

ウォーキング

向日葵

11

３

３

30

しさに甘えて感謝の

養となりました︒濃厚接

ストレッチ・ダンベル体操

おりづる

冥加

桜本支部

紅葉

さくら

ウォーキング

藤崎北支部

健康麻雀
７人 雀（すずめ）の学校 体を動かす（グランドゴルフ） ６

大師公園散策

11

日々︒
早くよくなりたい︒ かと思うと︑寂しい限り

20

脳いきいき
８人 いきいき
いけばな

勉強会＆健康チェック

民商

フラダンス

30

いまが青春

わろてんか

お絵かき

422人
70班

アンデルセンの生家

コスモス
輪おどり

深瀬

大師中央支部

38

古流生花
大島支部
大師東支部

37

25支部

２月度

班会日誌

10人 ロード
おしゃべり喫茶
エリカ

10

30

域
文 化 ・ 地
読 者 の 広 場

（６）
第６６８号
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由良 直子

みんなで川 柳

読者の広場の川柳から︒

の中で先に目を通すのは
た︒本を読むことは好き

カードをいただきまし

パズルに当選し︑図書

編集部より
ひとこと

川崎区
川崎区
川崎区
宮前区
多摩区
多摩区
中原区
幸 区
川崎区
川崎区

藤本 直美
高橋 佳子
遊佐 ミチ子
みーばば
菅野 節子
井手 久栄
伊月 秀夫
平間 和夫
健街 伸代
編集君

バスケットです

特長はさびにくさ

⑪

⑩

天文学上は春分までで

〇〇〇〇〇暁を覚えず ⑲

イカなどが一つの皿に

マグロやタイ︑エビ︑

の発

週１回

に﹂

の劇中歌﹁〇〇の彼方

㉒

ＢＯＸです

物事の起源

行です
東北の

㉓

す

伝統工芸品といえば

②

弘前城︑松本城︑丸岡

城に現存していま

城︑犬山城︑彦根城な

ど

す

③ ﹁檸檬﹂って読

鍋や吸い物に入ってい

めますか？

④

土砂を運んで扇状地や

オタマジャ

つくります

三角州を

ます︒魚の〇〇〇

⑤

⑥

クシが泳ぎます
すす

肉付きの良い

⑬

⑪

異なった性質

救急車で運ばれます

５人制のサッカー

丸い体の力士

⑯

大規模〇

⑨

⑱

〇〇への

備えはで

きていますか？

日︑発表は６月号紙面に

ま す ︶︒ 締 切 り は ４ 月

わずか︒〇〇の間

保守的な政治勢力

ハガキで左記までお送り

掲載します︒

⑭

⑳

過ぎ去った時間です

下さい︒郵便番号︑住所︑

︿送り先﹀

苦手の反対

㉑

氏名︑電話番号とよろし

〒２１０ ０８０４

⑮

温泉付きの保養施設

アドレスが変更になっ

ています︒お気をつけ下

さい︒医療生協新聞への

感想や近況を余白に記入

していただければ幸いで

す︒

なお︑川柳はひとり︑

一句︑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

ければ年齢を記入して下

川崎区藤崎４

しなかった方にも贈呈し

さい︒メールでのご応募

パズルの答と川柳は︑

もお待ちしています︒送

映画﹁オズの魔法使い﹂ ①

︵川崎区︶

宮崎 久美子 ︵川崎区︶
山﨑 聡一

区︶

︵多摩区︶

︵宮前区︶

︵高津区︶

︵中原区︶

山口 みどり ︵幸
須山 孝
原溥
佐藤 實
池田 和美

長野 しづ子 ︵多摩区︶

五十嵐 義人 ︵多摩区︶

−

−

２

編集委員会

−

木ノ内 せつ子︵麻生区︶

川崎医療生協本部

の下をご覧下さい︒

付先のアドレスは解答枠

⑰

⑫

①

人・

人・中
人・高津区

１１５人・幸区

正解者の内訳は川崎区

人︶︒

２２４人︵正解は２１８

モノ﹂でした︒応募者は

２月号の答は﹁エンギ

くら

りはふっっっっっっっ
っ

仕上が

使うと︑

強力粉を

⑤

メールでの送付先 machizukuri@kawaikyo.or.jp
材料は小麦粉︒

⑧

Ｄ

⑦

Ｅ

佐々木 恭子︵麻生区︶

12

うつむきかげんの子
中原区
毎月２回小学生の登校
時︑交通安全のための見
守り活動をしています︒
春の頃はとても元気よく
あいさつしていたのに︑

うなづいたり笑ったり毎
ですが︑最近読むのが辛

平間さん︑学生服姿も少なくな
ったようで︑金ボタンは懐かしさ
も感じますね︒

本がふえリビング読書習慣化
年の数母と私で一八三
何にでも興味持って年忘れ
春うららこの頃一句ひらめかず
古稀還暦まだまだ若いね今時は
すれ違う我に気付かぬ夫のいて
幼な子の泣き声聞こえるワクチン接種
眩しいね学生服の金ボタン
子が巣立ちまたひとつ知る母心
コロナ禍を凌ぐ惨事が起きるとは

団２枚！いや３枚かな︒

回楽しみです︒２月号の
くなってきたので曾孫に

Ａ

Ｂ

E

D

C

B

A

月あたりから半分くら
いの子があいさつなくう
つむきかげんに黙って道
路を渡って行きます︒寒
いからなのかしら︒

高橋 キミ

仲間と再会
川崎区
週１で京町デイサービ
スに通うことになって︑
昔の民謡仲間に再会！

４コママンガに笑
たくさん読んでね

４コママンガの﹁ときめ
渡したら喜んでいまし

原区

人・
人・市外６人で

宮前区７人・多摩区
麻生区

す︒編集委員会で抽選の
結果︑当選者には図書カ
︵川崎区︶

ードをお送りしました︒
中山 博満

︵川崎区︶

村田 みどり ︵川崎区︶
山口 良春

︵川崎区︶
︵川崎区︶

田島 愛希

︵川崎区︶

︵川崎区︶
竹原 歩

今井 幸子
内 司津子

山本 キヨ子 ︵川崎区︶

ࠁߞߊࠅ߅ḡߦᶐ߆ࠆߣ∋ࠇ߇
ขࠇ߹ߔߨ〜♪
ߏᔕߦߪ
ᚲޔ
᳁ฬޔ
⸃╵߽߅ᔓࠇߥߊ

渡辺 公江

き？﹂の４コマ目に笑い

た︒本が好きなようで良

C

︿敬省略﹀

答え「エンギモノ」

麻生区

が止まりませんでした︒

かったと私もうれしくな

毎月編集委員会に届くハガキやメールの中に
は「おでかけしたい」「旅行に行きたい」とい
う声がたくさんあります。そこで、コロナ禍が
おさまり、自由にどこにでも行けるようになっ
しえてください。
たらどんな旅をしたいか、おしえてください。
し
誰と？ どこへ？ どんなことをし
たい？ また、その理由は？
エピソードや写真も大歓迎
です。いただいたお便りは５月
月
号で特集します。実際に行ける
る
日もそう遠くないはず、予定を立てる
を立てる
ような気持ちでぜひお寄せください。

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

︵川崎区︶

308回

川崎区 谷川 純江

作者のお

りました︒たくさん本を

28 12

毎月﹁医療生協﹂新聞

たふくさ

読んでくださいね︒

みなさんどこに行きたい？

《解き方》イラストをヒントにして、二重ワクの５文字を
うまく並べてできる言葉は？

11

みなさんからの
オリジナル川柳を
おまちしています

12

んに座布

お便り大募集

第310回
佐藤 伸武

21

25

10

20

15

24

場
広
の
者
読
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（７）

素材も表現方法も自由な 作品が一堂に会す
ＴＡＲＯ賞展開催︑川崎市岡本太郎美術館で

像︵動画撮影は禁止︶発信
は自由で︑気に入った作品
のシール投票や︑作家への
メッセージや感想を共有で

核兵器は廃絶すべき
３・１ビキニデー 川崎でも

でした︒そして︑今年もＺ

の開催となりました︒集会

毎年３月１日に静岡県焼

太郎の根底にある﹁芸術

が開催されます︒１９５４

は２月

きるようになっています︒

ます︒この賞は︑
太郎の﹁時
品の表現方法は彫刻︑
絵画︑
は大衆のもの﹂という思想

年３月１日米国が太平洋ビ

作

川崎市岡本太郎美術館
代を創造する者は誰か﹂と
映像︑写真︑刺繍などと多
を踏まえ︑作品との近さに

は自由です︒入選した

回岡本太郎現代
の問いかけに挑み︑現代社
様で︑展示空間自体が作品

おける芸術の新しい
部分に目線をあわせるな

全体をとらえたり︑細密な

まで︒

く︑半年後に乗組員のひと

グロ漁船第五福龍丸が被ば

実験により︑日本の遠洋マ

キニ環礁でおこなった水爆

人が参加しまし

会場を設けて延べ

生協では２ヵ所に

催され︑川崎医療

２日間にかけて開

の交流フォーラム

集会では海外と

た︒
１日に核兵器の禁止・廃絶

や草の根運動の報
文化企画などが行

を訴える集会が行われるよ
しかし︑新型コロナウイ

われ︑参加者から

告︑パネル討論や
ルスの世界的な流行のため

うになりました︒

きっかけにして︑毎年３月

なる事件︵ビキニ事件︶を

り︑久保山愛吉さんがなく

日から３月１日の

津市で﹁３・１ビキニデー﹂ ＯＯＭによるオンラインで

芸 術 賞︵ Ｔ Ａ Ｒ Ｏ 賞 ︶
﹂入
会に鋭いメッセージを突き

脇山トヨ子(88歳)
弟が哀れで

で︑
﹁第
選者の作品展が行われてい
のようです︒作品とはガラ

可 能 性 を 探 る︑
﹃ベ

来場者に配布される冊子

ど︑思うがままに作品を体

には︑作家の意図や審査評

感できます︒

す︶作品をご覧くだ

ラボーな﹄
︵太郎が

さい﹂と呼びかけて
などが掲載されており︑興
味をいっそう刺激します︒

います︒
応募作品の条件
また︑作家と来場者との対

准 す る べ き で す ﹂﹁ 核 兵 器

で今もなお苦しんでいる被

爆者がいることを知り︑核

兵器は廃絶するべきだと改

めて思いました﹂などの感

想がよせられました︒

平和委員会事務局

荒金 崇二

者が次々と運び込まれ︑す

は︑５メートル四方

して水をあげませんでし

ぐに一杯になりました︒学

は﹁日本政府は核

まだ三菱造船所のタンク

た︒翌朝︑弟は冷たくなり

校の運動場は急場の火葬場

２０２０年は中止︑２０２

ました︒だんだんと空が黒

は真っ赤な炎に包まれなが

余りにも短い生涯を閉じて

に早変わりして︑一日中煙

話が起こることを期待し︑

っていました︒私の上に何

に近い灰色になり︑空から

ら燃え続け︑川の近くを通

しまいました︒戦後 年が

に収まることだけ

か重いものが︒外に出て見

は砂ぼこりのようなキラキ

りかかった時には︑川に飛

過ぎた今でも弟が哀れで︑

兵器禁止条約に批

ると︑いろいろなものが飛

ラ光った物が降り注いでき

び込んだと見られる人たち

可哀想で︑このことだけは

１年はオンラインでの開催

び散り２階の裏の部屋の屋

ました︒いま思えばこれが

の︑﹁ 水・ 水・ 水 ﹂ と 叫 ぶ

一生私の心から忘れ去るこ

写真撮影・ＳＮＳ等への画

年 前 の﹁ あ の 日 ﹂ 根はつぶれて落下していま

放射能を含んだ死の灰だっ

声がしました︒それはいま

わしい
のことでした︒
私は

歳
︵小

分︑いま思い出しても忌ま

年８月９日

した︒裏の部屋で私が休ん

たのです︒私たちの所まで

昭和

でいたら︑今の私はこの世

とはありません︒
隣近所の人達と︑町内の

日に被爆により帰らぬ人

身重の母は９月

日に私

久地診療所会場：web で海外とも交流

たが︑生まれつき心臓が悪

いる状態です︒父も身体を

歳で亡くな

無料低額
診療事業の
お知らせ

無料低額診療事業
とは医療が必要であ
るにもかかわらず︑経
済的な理由により︑医
療費の支払いが困難
な人に対し︑医療費の
減額や免除を行う制
度です︒
川崎医療生協の病
院︑診療所で相談に対
応しています︒
※利用には所定の申
請書による手続きが
必要ですが︑まずご相
談ください︒

●問い合わせ

☎０４４ ２
‑６６ ７‑５３２

健康まちづくり推進部

りましたが︑毎日のよう

歳の時に上愕部

に病院通いでした︒

私も

骨の癌を患い苦しい日々

を過ごしました︒今でも

健康には自信がありませ

の日から 年を迎えるに

あの忌まわしい原爆投下

お陰様で救われた命︑

ないとのことでした︒

いてみても原因は分から

の妹︑景子を産みましたが︑ ん︒主治医にいろいろ聞

産後の肥立ちが悪く原爆特

有の高熱︑下痢に見舞われ

て︑母乳も出ず︑妹に飲ま

せるミルクを求めて朝５時

運動場は火葬場に

が上がっておりました︒

学６年生の夏休み︶で︑原

だに心の奥底に残っていま

メートルの長崎市中川町の

八幡様という神社の裏にあ

両親を早く亡くした父の

した人にしか分からないと

にはいなかったと思います︒ 飛んで来ませんでしたが︑

２階建の長屋の２階︑表通

母親代わりだった叔母も一

前に︑約１時間近くかけて
うがよいということにな

思います︒

牧場まで牛乳を買いに行っ

２︑３日してから︑女・

緒の家に住んでいました

たことを思い出します︒

り︑私と父はリュックを背

当時７歳だった弟も

が︑被爆一週間後になくな

子どもは田舎へ疎開したほ

となりました︒その前夜︑

りました︒近所に高齢の方

現在妹は 歳になりまし

負い︑母は９ヵ月の身重な ﹁ お 姉 チ ャ ン︑ 水 が 飲 み た

が２人いらっしゃいました

家より１５０メートルくら

悪くして︑肺ガンで入退院

が︑次々に亡くなりました︒ くペースメーカーが入って
しましたが︑父母が飲ませ

いの所に伊良林小学校があ

を繰り返し︑

キロメートルの道程

ると死ぬかもしれないか

ったのですが︑学校の講堂

ました︒母は

まで

を乗り物もなく必死に歩

ら︑飲ませては駄目だよと

が病院代わりになり︑負傷

歳で他界し

き︑爆心地に近いところを

言ったので︑私は心を鬼に

実家
︵現在の長崎市鳴海町︶ だるので私は飲ませようと

体で弟の手を引いて︑母の

月

25
いよ〜水を頂戴よ〜﹂とね

っていたそうです︒

爆の爆心地より３・５キロ

で︑素材や表現方法

日

つける作家の顕彰を
ス越しなどではなくじかに

古向支部

25

伝えたい思い

28

す︒この悲惨な状況は体験

り側の部屋で昼寝をしてい

った防空壕に一緒に避難し

て︑母は物干し場で洗濯物
を干していました︒弟は︑
空襲警報が解除になったた
め︑上半身は裸で下はズボ
ンだけの格好で遊んでいま
した︒
突然︑ピカッ・ドッドー
ン︒何が起きたのか分から

長崎の原爆で瓦礫となったまちを移動
する生存者（出典：米国立公文書館）

76

長崎の原爆の日

15

宣伝ビラのような紙も混じ

川崎市岡本太郎美術館
通りました︒

86 70

12

ず︑気づいたときは一階の

10

時２

こだわった同展は５月

目的とするもので︑
向きあうことができ︑空間

24

よく使った言葉で

同館では﹁

第 25 回岡本太郎現代芸術賞 岡本敏子賞 三塚新司《Slapstick》
（画像提供：川崎市岡本太郎美術館）

階段の下で︑うつ伏せにな

76

25

20

76

48

27

21

11

川崎市多摩区枡形７−１−５生田緑地内。小田急線
向ヶ丘遊園駅下車、徒歩 17 分。開館は午前９時半〜
午後５時（入館は同４時半まで）
。休館日は月曜（５月
２日を除く）
、
５月 10 日、
５月 11 日。入館料は一般 700
円、高校・大学生・65 歳以上 500 円、
中学生以下は無料。バス路線等、
詳細は
電話やホームページで。
電話 044-900-9898。
HP https://www.taromuseum.jp/

25

んで止みません︒

争のない平和な世界を望

せん︒核を持たない︑戦

戦争は起こしてはなりま

二度とこのような悲惨な

う思いでいっぱいです︒

えて行かなければ︑とい

の恐ろしさを︑後世に伝

あたり︑いまここで被爆

77

24

世紀に

私の戦争体験
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