子どもの心 を
追いつめないで
不登校を考える親の会㏌川崎区﹂では︑４月

日に︑神戸大

不登校の問題を考えるために︑川崎区の医療生協組合員などによって立ち上げ
られた﹁ぷれーん
学名誉教授の広木克行氏を招き︑個別の相談をみんなで聞きながら広木氏がアド

な行動をあえて親の前で行

る︒子どもが今までとは逆

がいる︒

てつらい思いをしている子

み時間など子どもたちは自

由に使える場所が必要︒

昔の子どもは逃げ場がい

っぱいあった︒例えば︑学

校の外に行けば学校の集団

昨年

女性が抱える

問題の相談や情

報提供を担う川

崎市男女共同参

画センターが︑

月︑市内在住の非

正規で働く無配偶女性の

とは違う地域集団があった

し︑自分一人でいられる時

りました▼３割の人が前

コロナ禍での実態把握を

年よりも減収︑内５割は

間や︑家でも学校でも地域

しかし現代は︑どこに行

収入が半分以下になって

目的に行ったアンケート

っても大人たちの目線があ

います︒年収百万円未満

でもない︑例えば祖父母の

自由に率直に話せる仲間が

って︑子どもたちは自分自

調査の結果︑女性たちの

いて元気に過ごせる子ども

身になる時間が取れない︑

が３割︑三百万円未満は

家などの逃げ場がたくさん

不登校を学校に行けない

唯一自分自身になれるの

７割です︒全体の３割︑

しかし︑学校の中でも部

と捉えがちだが︑教室に入

が︑例えばゲームをしてい

子どものいる家庭では

ったりするのは︑子どもの

るのがつらい︑保健室には

るとき︒ゲームを長くして

苦しい現状が明らかにな

グループへの対応が大変で

行けるけど教室に入れない

％が食費を切り詰め︑さ

あって救われていた︒

難しい﹂という話をよく聞

いることを依存などの病的

らには日用品費や医療費

活動などは力関係がなく︑

子どもが背負っている不

く︒グループの結束が固く︑ 子 な ど︑﹁ 不 登 校 ﹂ で は な

にとらえることが多いが︑

成長期の中で健全なこと︒

安が︑起きる︑着替える︑

く﹁不登クラス﹂の子ども

バイスをしていく﹁公開カウンセリング﹂を行いました︒その中で広木氏は﹁子

ご飯を食べる︑支度して学

教師がかかわるのが非常に

月に発表した﹁令和２年

文部科学省が２０２１年
下︑今回の広木氏の講演の

に耳を傾けていました︒以
間があるのではないか︒

いかわからず︑眠れない時

安が強まり︑どうしたらよ

校５〜６年生の女の子の小

小学校の先生から﹁小学

度児童生徒の問題行動・不
登校等生徒指導上の諸課題
に関する調査﹂によると︑
小・中学校における不登校
の児童生徒数は 万６１２
19

子どもの不安が
行動に出る

概要を紹介します︒

どもの心を追い詰めないで﹂と話しました︒

校に行くなどの行動に表れ

難しいという︒このグルー

10

もいる︒

いつもは自分の身支度な

ます︒親の励ましや︑手を

の抑制︑年金・健康保険

どしっかりできていた子

プの結束が固く見える裏に

子どもにとっては他人を意

７人と過去最多で８年連続

引っ張って学校に行かせよ

料︑住宅費︑水道光熱費

が︑休日の過ごし方がだら

は支配の関係がある場合が

識せずに自分自身になれる

で増加傾向にあります︒

うとしても︑子どもの心に

や通信費が支払えない状

しなくなり︑だんだんと学

時間である︒はまっていっ

こうした児童生徒の家族

況も起きています▼７割

は響かないし不安は強まる︒ ある︒

てしまう子もいるけど︑そ

校に行けなくなるケースが

が将来や老後︑健康への

も同時に増え︑悩みをかか

グループの中心にいる子

もそも逃げ場の一つとして

ある︒そういう場合︑子ど

〜 歳の

不安を訴え︑

える人は増えるなかで︑広

で成績も良く︑恵まれた家

ゲームがあるのではないか

もは学校に行くことへの不

２割が死にたいと考えた

うことを聞いている自分が

い 子 だ っ た の が︑
﹁親の言

喜んでくれるだけでうれし

とに何の葛藤もなく︑親が

抗期も始まる︒親の言うこ

第２次成長期のころに反

いじめを自分が直接するの

排除という﹁いじめ﹂をし︑ どういう立ち位置で行けば

言うことを聞かない子には

支配し︑口先で使いまわす︒

る子や︑下に見ている子を

自分よりも弱さを持ってい

子が︑実は２面性があって︑

いいのか悩み︑その葛藤が

もいる︒教室に入り自分が

い人で甘えられ︑のんびり

くにある家庭も多く︑近し

でも必要︒祖父母の家も遠

分をコントロールする意味

もので︑大人にとっても自

になるためにすごく大事な

逃げ場は子どもが一人前

割に相談相手がいません

がかなり苦しいとする４

めたとの声があり︑家計

た︑申請が複雑であきら

が対象かわからなかっ

援制度については︑自分

と答えています︒生活支

庭環境で育ったかのような

本 当 の 私 な の か？﹂
﹁親に

自分︵自己︶が立ち上がる︒

プに入れず苦しんでいる子

子どもの中には︑グルー

は子どもたちの逃げ場︒教

いま学校の中に必要なの

る︒自分を理解してくれる

く逃げ場も必要になってく

ともある︒居場所だけでな

が深い傷になってしまうこ

で︑小さな傷で済んだもの

よう︑求めていきたいも

この提起が実現に向かう

き支援だとしています︒

居場所づくりを開発すべ

クセスしやすい場所での

祉等の窓口への同行︑ア

ＮＯと言えず︑いい子をや

親の言うことを聞き︑い

もいれば︑グループに入っ

室の中の力関係で葛藤が深

専門家などのいる居場所と

のです︒

から見るとすごく結束した

ろんなことを話してきた比

たとしても︑グループの中

まり︑教室にいるのがつら

は違う︑一人になれる場や︑

ってしまう自分が嫌﹂とい

較的よい子の自分と︑そう

で自分の位置を決めなくて

くなった時に︑教室以外に

集団に見える︒

ではないもう一人の自分と

はいけなかったり︑誰かに

う︑自分の中にもう一人の

が葛藤していて︑親から見

︵２面へつづく︶

編集委員 木下 隆成

過ごせる場所があって︑休

いま必要なのは
子どもの逃げ場

▼同センターは調査のま

２人の自分の中で
葛藤している

という説もある︒

木氏の言葉に参加者は真剣

結束が固い裏には
支配がある

青い空

12

ではなく友達にさせる︒外

39

絵手紙

4

41,420
1,545,696,500

６月号

広木克行氏

とめで︑金銭的支援︑福

不登校の
子どもが増加

る︒逃げ場がなくなること

８年連続で
合わせている自分に葛藤し

〈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。

不登校を考える
広木克行氏の
公開
カウンセリング
が開かれる

ると好ましくない時もあ

44

24

つらく教室に入れなくなる︒ できる逃げ場が失われてい

16

日吉支部 高橋 恵子
俊平
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︵１面のつづき︶
と言って︑子どもが話せ

親の言うことに
﹁ＮＯ﹂

近しい人で甘えられる逃 る環境をつくることや︑ と言った子どもには﹁こ

めないで︑子どもが気持 聞くだけの良い子を一度

切︒子どもの心を追いつ 捉える︒親の言うことを

夫を探していくことが大 的な意味を持っていると

教室の中で解決できる工 習しているな﹂と︑積極

げ場が生活の中に複数あ 担任の教師と協力して︑ の子は人との関わりを学
るといい︒

無理に学校に
行かせない
現代の子どもたちは︑ ちを吐き出せるような環 崩して︑自分をつくろう
る︒

群れて遊ぶ環境が少なく 境をつくることが大切に としているのだと理解す
なり︑多様な人間関係を なる︒
こなす力︑他人との関係
を上下の支配ではなく︑
横並びの関係で遊ぶ︵交
流する︶機会を失ってい
る︒思春期の集団はデリ
ケートで難しい問題を抱
え︑その中で苦しみ悩ん

ある日︑大学生だった次

たが︑いたずらネコで︑食

ょうか︒単なる機械とは思

が︑ネコやイヌはどうでし

加入・増資のご協力を！

川崎医療生協は組合員の

べ物だけでなく︑服や毛布

出資金で運営されている生

男が家の近くの道路にいた

コミュニケーションがと

えませんよね︒それなりの

ってきました︒汚れたから

れ︑賢いイヌならば︑こち

など穴だらけ︑家族に突っ

だを洗い︑沢山ついていた

らの心の中まで見透かされ

衰弱しきった黒い子猫を拾

ノミを取り払うとキャラメ

てしまいます︒また同じネ

新年度になり︑法人では

ポートしています︒

器購入や組合員の活動をサ

組合員の出資金が医療機

協法人です︒

ル色になったので名前をメ

コでもメルとラムネの﹁性

しくお願いします︒

ます︒出資金のご協力よろ

を募る取り組みを始めてい

新たな目標を立てて出資金

らには﹁意識﹂があり﹁こ

コやイヌを見ていると︑彼

格﹂は全く異なります︒ネ

ルとつけました︒
瀕死のメルは無事に育
歳で亡くな

りました︒メルは︑呼んで

ころ︵性格と言い換えても

ち︑３年前に

も来ない︑おなかがすいた

よ い ︶﹂ が あ る と 考 え ら れ

☎ ０４４ ２６６ ７５３２

健康まちづくり推進部まで

︻問い合わせ︼

ご紹介ください︒

入していただける方も是非

また︑川崎医療生協に加

ときだけ目と目があう︑逆

ます︒

﹁最低限の意識﹂をそなえ

意識をもたない生物から

にご馳走を置いておいても
振り向きもしない︑風呂が
大嫌い︑こどもも嫌いなネ

た生物の移行はどのように

起こったか︑そして﹁ここ

コでした︒
一昨年末︑その次男の家

は︑そしてさらに﹁ＡＩ︵人

ろ﹂を持った生物への移行

かかるなど︑大変やんちゃ

工知能︶は意識を持てるの

族の一員にネコが加わりま
した︒子どもたちの希望で

なネコです︒

か？﹂なども考えてみたい

売れ残ったネコを安く買っ

さて︑アリは機械仕掛け

と思います︒

−

でいる子どもがいる︒
そんな時に︑無理に学
校に行かせるのではな
く︑子どもに﹁何か心に

てきたようです︒

の人形とも考えられます

☎044 820 0331

ラムネと名づけられまし

☎044 287 7510

引っかかることがあるな

て子どもを産み育てること
ができる環境づくりを総合

☎044 355 6395

桑島 政臣

的に推進する﹂と回答し︑

☎044 533 1223

ちょっと休憩② ネコをみて考えた
第18回

歳まで 全国一律の制度にすべき 小児医療費助成制度を川崎

☎044 266 5759

生命科学の歴史

人間の過去・現在・未来
߿ߐߒ

所長
協同ふじさきクリニック

問い合わせ
☎044 266 7532
健康まちづくり推進部まで

−

☎044 299 4780

ら話してみてくれない﹂

歳から

川崎市︑小児医療助成 制 度 に
独自のアイデアなし 子育て支援策充実への期待のなか
２月から３月にかけて 減少︑

問い合わせ先 ☎070-1444-8687 生活相談員まで

川崎医療生協健康まちづくり
推進部（044 266 7532）
まで

行われた﹁令和４年第２ が１４２７人減少してい で︑国に対し要望してい 市独自ですすめることは考

上平間

問い合わせ

回川崎市議会﹂の各党の ます︒また︑２０１８年 る︒川崎市としては︑市 えていないことを明らかに

レインボーの家 川崎大師町
空きあります 入居者募集中

お一人300円
参 加 費

川崎市はの小児医療費助成制度は、政
令指定都市のなかでワースト１であるこ
とに対して、川崎医療生協は、川崎市に
対して小児医療費助成制度の「対象年齢
を中学卒業まで引き上げ」
、
「窓口での一
部負担金500円の撤廃」
、
「所得制限を入院
だけでなく通院も撤廃」
、
「入院費は窓口
で立替払いの必要がない制度（現物給付）
にすること」という請願署名に取り組ん
でいます。あわせて、川崎市への一言メッ
セージも募集しています。ご協力よろし
くお願いいたします。

代表質問で︑小児医療費 に川崎市のまちづくり局 の総合計画のもと安心し しました︒
のアンケートの結果︑川

助成制度についての質問 が行った︑市外転出者へ
がありました︒

市議会では︑複数の政 崎市が不足している点と
党から助成制度の拡充を して﹁保育など子育て支

☎044 287 7390

求める声があがっていま 援策の充実﹂という回答
議会でのこうした指摘

す︒子育て支援策の遅れ が１位になっていました︒
が︑子育て世代の人口減

長は﹁子どもの医療費に

少につながっていると指 や質問に対して︑川崎市
摘もあります︒

２０２０年の川崎市人 関しては︑国の少子化対
口動態調査によると︑市 策として︑自治体ごとに

大師診療所 TEL：044 266 5744
mail：m.akamatu@kawaikyo.or.jp
事務長 赤松美穂

採用担当

６月12日（日）午後１時半〜
７月10日（日）午後１時半〜

外への転出のため９歳ま 差異があるとりくみでは

勤 務 日

開催日程
44

での子どもが１９３７人 なく︑国の責任において

勤務時間

パート 時給 1540円〜（経験に応じる）
８時45分〜午後４時30分
週３日程度 ※その他ご相談ください。
雇用形態

両日とも会場は教育文化会館第１会議室
小児医療費助成制度拡充の署名と
ひとことカードにご協力を

８）

大師診療所（川崎区大師町６
場 所

35
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〜デイケア・診療所外来で働く看護師を募集しています。
未経験者でも丁寧に指導させていただきます〜

ぷれーん
不登校を考える親の会
in 川崎区

（２）
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川 崎 医 療 生 協
２０２２年６月１日

会話をするかしないかと

準は周囲の人との距離︑

解を示しました︒その基

も必要ではないという見

策でマスク着用は必ずし

日︑感染症対

政府は専門家の意見を受

常となってきましたが︑

マスク生活が長い間日

基準として表わしたと言

いることを︑政府が公の

ではほぼみんなが思って

ることからすれば︑いま

から人への感染が主であ

やエアロゾルを介して人

は不要となります︒飛沫

会話がほとんどない場合

ートル以上距離を保てて

は不要で︑屋内でも２メ

感染対策として外出時に

全国世論調査によると︑

査研究センターが行った

あと︑毎日新聞と社会調

専門家と政府の見解の

です︒

ク着脱は議論を呼びそう

後も場面に応じてはマス

したでしょう︒しかし今

で行動できる﹂と︑安心

性からの意見として︑﹁口

いうのか︑おもに若い女

のにも良し悪しがあると

ものというか︑どんなも

習慣というのは恐ろしい

が生じたという点です︒

よって︑意外なメリット

す︒長引くマスク装着に

は別の要因が挙げられま

脱については感染予防と

がうまく取れないという

い︑コミュニケーション

によって表情が読めな

しかし︑反対にマスク

うです︒

マスクに期待しているよ

あるいは﹁隠す﹂効果を

意 味 す る﹁ 仮 面 で 覆 う ﹂

まさに英語のＭａｓｋが

といった声もあります︒

けて先月

いう２点です︒

ます︒またこれから暑い

ディメリットは当然あり

気を遣わなくていいし︑

季節を迎えるとなれば︑

紅やファンデーションに
かなりいると推測されま

化粧品代も節約できるの

マスクをすることについ
て﹁人の少ない屋外では
す︒

えます︒
日本人はとかく国など

この見解によると︑屋
外では︑徒歩での通勤や
％︑

と思われます︒ただどこ

外してもよい﹂が

といった︑化粧との関係

しかるべき権威のある機

﹁人の少ない図書館で

ランニングなどでは着用

１人で読書する時﹂など

で新たな波が訪れるとも

で い ま の ま ま で も い い ﹂ 徐々に脱マスクに向かう

ない﹂は９％でした︒一

関が決めたことに従う傾 ﹁ マ ス ク を つ け る 必 要 は

のメリットはよくききま

過程でのトラブルを回避

向があるといわれます︒

方﹁常にマスクを着ける ﹁ 周 囲 と の 距 離 が 確 保 で

限りません︒脱マスクの
ま た︑﹁ マ ス ク が 自 分

するために︑マスク着脱

これをどうとらえるかは

す︒

場合﹂は屋内でもマスク

の顔の自信のない部分を

と感染のリスクとの関係

きて会話がほとんどない

れを
﹁ ％にとどまった﹂ 不要という政府の見解と

隠してくれて︑全体とし

が科学的な知見に基づい

％でした︒

は距離があります︒こう

てよく見せてくれる﹂と

て︑より具体的に示され

べきだ﹂は

と表現していますが︑５

なると︑マスクの着脱を

いう意見や﹁マスクを外

ることを期待します︒

をつけた社会起業家で

農型太陽光発電︶に先鞭

ーラーシェアリング︵営

が︑本書で明らかにされ

域が手にするための課題

続経営や長期的展望を地

直面した困難や失敗︑持

が形になった点

という著者の思い

求められている

あり︑実践の書が

かけとして弱さが

ちろん︑
事業の起こし方︑ 人々を増やすきっ

社会を創る ｣具体的なか

ご存じですか？

無料低額
診療事業

♥一口メモ：重しがないときは漬けているタッパーより一回り小さいタッパーに水を入れて代わ
りにできます。香りの効いた山椒漬けは特に日本酒の肴にぴったり。

別として︑これまで１人

に︑どうしてマスクをつ
人に１人は︑屋外でもマ

めぐって今後現場で摩擦

したときに︑相手の人が

ジャーナリスト

毎日新聞の記事ではこ

けなければいけないのか

スクを着けるべきだと考

が起きないか心配されま

なんだか意外だという顔

で外に散歩に出たり買い

と疑問に思いつつも︑み

えているなら︑屋内では

す︒

物にいったりするとき

んながしているからしな

状況に限らずマスク着用

す︒生産した電力は売っ

ています︒また︑事業関

共感する人などに広く読

川井 龍介

いとまずいと思っていた

ておしまいとせず︑地域

が︑本書を魅力あるもの

まれ︑持続可能な社会の

をするのを見たくない﹂

は必須と考えている人は

ています︒

題が掘り下げられ

ところで︑マスクの着

人は﹁これでマスクなし

地域の豊かさを︑
再生可能エネルギーで取り戻す

﹁食エネ自給のまちづくり﹂

ま
｢ ちづくりに

の活性化を視野に︑食に

係者や若き実践家︑元文

としています︒

実現に向けた地域の力を

主体的にとりくむ

かかわる事業を起こして

科省事務次官前川喜平

本書が︑電力や食料の

増すきっかけとなること

本書の著者である小山

自家消費するこ

氏︑元経産省課長古賀茂

生産現場に直接立てずと

が期待されます︒

田大和氏は︑ 原｢発ゼロ・

たちとして︑神奈川県小

とに力点を置い

明氏︑城南信用金庫顧問

も︑地域づくりに興味を

自然エネルギー１００％

田原の地で︑農作物と電

ています︒

吉原毅氏らとの対談を通

持つ人や︑生協のように

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︑ 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︑診療所で相談を受
け付けています︒
※利用には所定の申請
書による手続きが必要
です︒まずはご相談く
ださい︒
●問い合わせ
☎ ０４４ ２
‑ ６６ ７‑ ５
３２
健康まちづくり推進部

１人分 148kcal. 塩分1.8ｇ タンパク質 14.5g

4本
20枚
90cc
大さじ３
大さじ２
大さじ１

【材料】（４人分）
・身欠きニシン
・山椒の葉
・醤油
・酢
・酒
・砂糖

｣

力の生産を同時に行うソ

こうしたソー

じて︑このままでは消滅

小山田大和著︑田園都
市出版社
本体１５００円＋税

ラーシェアリン

こ
｣ とに

川崎協同病院 栄養科調理師 前田弘史

㉒ マスクの是非

69

20

コロナの風

生
｢ 産者と率直に意見を
交わし共同する

☆ニシンの山椒漬け☆

22

生に向けた︑可能性と課

魚・海鮮を食べよう！③

❶ 身欠きニシンは、水でよく洗い米のとぎ汁の
中に入れてアクを抜く。
❷ 山椒の葉を水洗いする。
❸ 深めのタッパーに、ニシン・山椒の葉を交互
に入れて重ねる。
❹ 醤油、酢、酒、砂糖を合わせた漬け汁を軽く
煮立て、❸に注ぐ。
❺ 押しぶたをし、さらに重しをして、冷暗所か冷
蔵庫で１週間くらい漬け込む。
❻ そのまま食べてもおいしいが、さっと焼いても
よい。

第39回 【作り方】

からだにやさしい料理

シリーズコラム

するといわれる地方の再
の
｣ 理念はも

グや 地
｢域づく
り

ソーラーシェアリングでの収穫

22

会
・ 社
し
ら
く
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蔓延防止等重点措置が
出され︑老人いこいの家

毎月第３月曜日の午前
っている歌を大きな声で

子に座ったまま誰でも知
てストレッチの時間を短

ため参加者を２班に分け

限が出されました︒その

協の支部の中で最大なこ

１９００人︒川崎医療生

多摩支部の組合員数は

楽しくストレッチ教室
中﹁百合丘老人いこいの
歌いながら︑リズムに乗
縮 し ま し た︒ ま た︑
﹁王

支部の
分割に挑戦

家﹂で︑講師の加藤千恵
って体をひねったり︑伸
とから４月

では利用人数等の使用制

子健康運動指導士の指導
禅寺ふるさと公園﹂の広
い芝生と緑の中でストレ

回

ばしたり︑関節︑筋肉を
柔軟に︑一曲終わるころ
ッチ︑
ペットボトル体操︑ 域 に 分 割 す る こ と を 決

日の第

のもと﹁いつまでも自立
した生活を送るための体
には背中に汗がにじんで
年越しの目標に挑

切り伸ばし︑美味しい空

青空の下で手足を思い
出店︑中野島ミニ健康ま

老健施設樹の丘祭りへの

多摩支部では今まで︑

し︑久しぶりに顔を合わ
せた参加者もコロナ禍で
人ほど

のストレス解消になった
ようです︒毎回
が参加しています︒これ

も閑散としていて寂しい

にも少ないのとビル自体

飛行機の発着があまり

平間会班会が行われまし

ルームで玉川支部の青空

トセンター﹂のふれあい

る﹁なかはら在宅サポー

つり︑ＮＯ２測定︑多摩区

動︑健康チャレンジ︑みず

前は﹁けやき班﹂です︒班

名の由来はけやきの木は幹

ては壮大すぎるかもしれま

きの会の散策企画︑久地診

新型コロナの感染が広が

せんが︑もっとメンバーが

社保協宣伝と各種署名運

が太く大きくなるイメージ

動など行ってきました︒活

って２年以上になります︒

増えて︑皆で楽しく元気に

コロナ禍でも
新班誕生

動はそのつど支部ニュース

社会生活や経済は大打撃を

健康作りができたらと班で

療所階段ギャラリー︑増資

で紹介してきました︒

受けていますが︑医療生協

は願っています︒

動︑地域の市民要求を川崎

﹁より地域に密着した支

の支部活動も同様です︒特

があるからです︒班名にし

部で地域まるごと健康づく

保健学校︑社保学校などで

機能が低下し足腰も弱って

じこもってばかりでは認知

いきます︒班の活動で四季

してみんな満足して帰って

あいと楽しくストレッチを

健康運動指導士と和気あい

見もできます︒加藤千恵子

嘉味田 朝昭

浅田支部

医療生協活動を学んでいく

生協が各所で行っている

しまいます︒そのため医療

中村 克彦

﹁ちょこっとウォーキング﹂

は大好評です︒

川崎区小田地域でも小田

公園で毎週金曜日に行って

います︒ウォーキングに参

加する浅田支部組合員６人

月

で班を誕生させました︒名

新班つくり
和気あいあい

東小田支部に昨年の

が３人参加しているから

サロン虹班には運営委員

は実質機能していない︒

合員の５〜６人の参加

は運営委員と近所の組

い名前の班です︒初め

ークとストレッチ班﹂と長

７丁目公園ちょこっとウォ

う意見が出て活発な班会

は︑春には桜の木が百

小田７丁目公園で

ます︒

東小田支部

福田 雅子

を感じられます︒第２・４

その人たちが先導するよ

でさびしいものでした

に新しい班ができ︑合計で

うに﹂︑﹁セツルが送迎を

が︑春になる頃にはだ

飯島 恵美子

していることを知らなか

金曜日の 時から行ってい

った︒タクシーを利用し

んだんと参加する組合

３ 班 に な り ま し た︒﹁ 小 田

てセツルにかかっている

人程に

員も増え今は

になりました︒６月は脳ト

本はあろうと思います

案内をしてあげて﹂とい

レを行う予定です︒

とな美しさです︒お花

が︑満開になるとみご

杉山 基樹

健康まちづくり推進部

なりました︒

友達がいるから︑送迎の

池上新町支部

関心の高さが分かりました︒

質問が多く出て︑みんなの

た︒参加した組合員からの

多摩支部

方針です︒

割に向け︑運営委員を募り︑ なりました︒しかし家に閉

に室内での集まりは難しく

と組合員を増やす待合室行

４月号に載っている生協

参加者からは﹁サロン虹

りへ﹂を合言葉に︑支部分

市に届ける一支部一要求運
支部の分割を決めた多摩支部の定期総会

今は︑〝ベジファースト〟
と言って野菜を先に食べる
ようにすることが大事で︑
血糖値の急な上昇を抑える
ためには︑最初から三角食
べ︵主食・汁・おかず︶を

日︑池上新町支
部の主催で︑協同病院の

５月

く予定です︒

してはいけないと聞いてび
学習会では﹁食生活自己

管理栄養士である小川智
講師に招き﹁中性脂肪と

チェック﹂も行いました︒

あさお南・あさお北支部

糖尿病予防の食事のはな

自分の食生活の弱点がわか

っくりしました︒

多摩川スカイブリッジ

し﹂の学習会を行いまし

子さんと南明日香さんを

は片側１車線で歩道・自

雰囲気で︑１日も早くに

た︒４月

り︑とても参考になりまし

た︒
中央からは多摩川の雄大
な景色も満喫できまし
た︒その後︑足を延ばし
て羽田空港の第３ターミ
ナルビル１階で昼食をと

ぎわいが戻ってくること

玉川支部の支部総会の報

５月 日︑中原区にあ

を心底願いました︒天気

告と︑川崎医療生協新聞
した︒

活動報告と２０２２年度

した︒
藤崎北支部てくてく班

班の班長がいなくなって今

日に行われた
も良くて満足した一日で

り︑５階展望台へ︒

班会で総代会
方針を論議

転車道もあります︒橋の

健康づくり委員会

からも工夫して教室を開

今は
ベジファースト

気を吸って筋肉をほぐ

ングなども行っています︒ 戦します︒

め︑

定期総会で︑支部を３地

に優しいストレッチ体
園内のショートウオーキ

日に

くる程です︒

30

操﹂を行っています︒椅

花見で多摩川
スカイブリッジを歩く
会を実施し︑３月
開通した多摩川スカイブ

４月５日に藤崎北支部
のてくてく班は︑雨天で
リッジを渡りました︒

12

延期となっていたお花見

15

方針について話し合いま

11

公園で四季を感じながらストレッチ

楽しくストレッチしています

11

20

峠 トシエ

医療生協への要望を話し合う

23

18

11

広い芝生の上でストレッチ体操
この橋から羽田空港まで歩きました

19

16

合 員 の 広 場
組

（４）
第６７０号
毎月１日一回発行

川 崎 医 療 生 協
２０２２年６月１日

４月
日︑日吉事
務所で運営
委員などが
集まり支部
ました︒最後に議長がギ

ることの意義が感じられ

れ︑支部総会を対面でや

などの意見が活発に出さ

は︑支部でやりたいこと

手玉を投げます︒見事正

参加者は手の代わりにお

ルタ札を地面にならべ︑

札を使いました︒そのカ

面ほどある大きなカルタ
問い合わせは

健康ま

ちづくり推進部
︵０４４

２６６
まで

７５３２平野︶

ハイキングのお誘い
﹁国営昭和記念公園﹂

こんな川崎︑
これも川崎

京急大師線 港町駅

に花畑があり︑なかでも︑

解の札の上にお手玉が乗
２０２０年から続くコ

ターで﹁青い空は﹂を弾

東京ドーム２つが入るほど

域包括支援センターから

近隣にある大師の里地
２２年のハイキング第１

京浜急行大師線の港町駅

ｋｍ︒東京と横浜

︵健康まちづくり推進部

ており︑その道路の向かい

の工場でした︒大正時代に

土地は︑戦前まで富士紡績

駅です︒川崎競馬場のある

発祥の地﹂として知られ

ドを生産した﹁レコード

日本で初めて国産レコー

を開始したその工場は︑

賢治︶

建てられたこの工場は︑東

ています︒１９３２年に

にある川崎競馬場の最寄り

洋一の紡績工場と呼ばれ︑

開業した港町駅は︑元々

１９３０年の労働争議で

以上が働いていたとされ︑

工場では︑女工２０００人

年です︒工場が移転した

になったのは︑１９４４

駅名でした︒現在の駅名

なるタワーマンション

現在︑跡地には３棟から
とで有名です︒

﹁煙突男﹂があらわれたこ

決定づけたそうです︒この ﹁ コ ロ ム ビ ア 前 ﹂ と い う

川崎の工業都市化の流れを

平野

に挟まれた東西に細長い川崎市は︑内陸の北側と

ｋｍ︑南北に約

︵川崎区︶

ロナ禍で︑宮前支部では

広 大 な﹁ み ん な の 原 っ ぱ ﹂

絢爛なシャンデリアで︑美

ったら成功です︒
恒例のバスハイクが開催

にある〝大ケヤキ〟は︑高

海側の南では街の風景もかなり違います︒そんな

空ひばりがレコーディング

き︑みんなで歌って終わ
玉が乗った︑乗らない
できず︑
その代わりに︑春
さ

川崎の知られざる見どころのなかで︑今回は京浜

に使っていたスタジオから

東西に約

で︑ゲームは白熱し大い
と秋の年２回ハイキング

１００人以上が木陰に入れ

急行大師線﹁港町駅﹂です︒美空ひばりが歌った

弾は
﹁国営昭和記念公園﹂ です︒

メートルもあり一度に

に盛り上がりました︒
を開催しています︒２０

そうなほど大変立派な大木

﹁港町十三番地﹂にも縁のある場所です︒

も２人が参加し︑カルタ

日

口駅改札口前に集合してく

は︑京急川崎駅から大師方

時︑ Ｊ Ｒ 武 蔵 溝 ノ

立川飛行場跡地に建設さ

ださい︒雨天中止︒参加申

面に向かってひとつ目の駅

なので︑是非お肉を食べて

川の間には︑かつて﹁日本

１階に設けられたカフェ

そのリヴァリエのＢ棟

います︒

その競馬場から駅を挟ん ﹁ リ ヴ ァ リ エ ﹂ が 建 っ て

コロムビア﹂の工場があり

ギャラリーでは︑日本コ

で反対側︑つまり駅と多摩

ました︒１９０９年に創業

ロムビアから寄贈された

蓄音機やレコードなどが

常設展示されており︑誰

でも入場が可能です︒こ

港町駅の改札前の美空ひばりのパネル

です︒お詫びし訂正します︒

ある現在の黒松︵４〜５ｍ︶

上の写真の説明は︑頂上に

した︒赤坂内↓赤坂門︒左

崎﹂の記事に誤りがありま

で︑﹁こんな川崎︑ここも川

本紙５月号５面の記事

お詫びと訂正

スの前に同曲が流れます︒

の到着を知らせるアナウン

る所に施されており︑電車

番地にあやかった装飾が至

きます︒駅構内も港町十三

もに往時をしのぶことがで

り︑歌碑に刻まれた詞とと

ーが流れるスイッチもあ

港町十三番地のメロディ

などを鑑賞できます︒

美空ひばりのパネルや手形

設置されていて︑等身大の

改札前にはこの歌の歌碑が

があります︒港町駅の南口

一三番地にしたという逸話

でしたが︑語呂の良さから

した︒工場の住所は九番地

の工場があったこの港町で

のモチーフは︑コロムビア

紀 作 詞︑ 上 原 げ ん と 作 曲 ︶

﹁港町十三番地﹂︵石本美由

その美空ひばりが歌った

移設したそうです︒
参加希望者は︑６月

フェ﹂という意味もある

れ︑広大な園内には︑昭

し込みは︑健康まちづくり

国営昭和記念公園は︑ ︵ 水 ︶

遊びの音頭を取りました︒ へ行くことにしました︒

ので︑介護等で悩んでい

年代の武蔵野の農村

で す︒﹁ 大 師 道 ﹂ と も い わ

青森県や北海道からの注

ください﹂と話しています︒

れる国道４０９号に隣接し

８６４３
０６５４︶荒金まで︒
宮崎 光雄

れは東京卸売り市場で行

宮前支部

跡を継ぎ︑肉の販売をし

備・加工を行っています︒

い︑今でも宮下さんが下準
店で扱う肉は︑国産の

ています︒

また︑園内のいたる所

たくさんあります︒

楽しめそうな遊具などが

どもたちが時間を忘れて

方︑子どもの森では︑子

の文化的な施設がある一

れびの里や日本庭園など

相談も受け付けています︒ 風景を再現しているこも

お店はにぎわった時代も
ありました︒
小田の店以外にも︑川

１番人気はハラミです︒
宮下さんは﹁高齢の人ほ

文もあるそうです︒仕入

も多く︑
近くの老人会や︑ どお肉を食べることが重要

等︶で︑昔からの常連客

崎競輪場や︑
川崎競馬場︑ 牛と豚の内臓のみ︵モツ
花月園競輪場にも肉を卸
していて︑かつては年末
も年始も含めてがむしゃ
らに働いたそうです︒し
かし︑花月園は２０１０
年に廃止︑川崎の競馬場
や競輪場の中のお店もコ
ロナの影響を受け︑宮下
さんのお肉を卸す仕事も

推 進 部︵ ０ ９ ０

和

このカフェは﹁認知症カ

31

総会を開き

ました︒対面での支部総
りました︒
健康まちづくり推進部
杉山 基樹

−

るご本人や家族の参加や

大ケヤキ

会は３年ぶりで︑参加し
た組合員からは﹁セツル
診療所は送迎ができるの
か？﹂
という質問が出て︑
職員が﹁予約していただ
けたらできますと﹂と回
答し︑その外にも﹁お薬
シール﹂の質問などが出

15

19

のギャラリーの照明は

リヴァリエ内の常設展示

ていました︒
その他にも組合員から

人があつ

川崎市立小田小学校

タではなく︑新聞紙の片

をしました︒ただのカル

まって一緒にカルタ遊び

再開初日︑

で実施しています︒

ーの家川崎大師﹂の４階

大師カフェが再開
コロナ禍で休止してい
た大師診療所による大師

最後はみんなで歌いました

みやした﹂

シリーズ
第３4 回

−

−

30

23
︵川崎区小田︶の隣にあ
る
﹁やきとり

は牛豚の内臓専門を扱っ
ているお店で︑店頭で焼
年ほど前で︑

き鳥も販売しています︒
創業は

大かるた大会

なくなってしまいました︒
様々な時代の流れに合
わせて営業してきました
が︑現在は２人の息子が

富士紡績跡の碑

カフェが︑４月から再開

やきとり みやした（川崎区）

−

川崎市川崎区小田４−９−11
営業時間 13：00〜19：00
定休日 毎週 土・日・月曜
日・祝祭日
電話番号 044−366−1201

しました︒第２金曜日の

牛豚・内臓専門 有限会社宮下食品

10

やきとり みやした

現在の主人︑宮下烈さん
は︑もともと川崎区小田
地域にあった鉄工所に勤
めていましたが結婚を機
に︑妻の両親が営業して
年間切り

いた店を受け継ぎ︑以来
２代目として

盛りしてきました︒大企
業やその下請けの工場な
ど︑たくさんの労働者で

お店の前で宮下烈さん

午後２時から大師診療所

シリーズ⑲

20

お店情報

70

の 隣 に あ る︑
﹁レインボ

！

10

47

３年ぶりの
対面支部総会

組合員のお店
いいね

合 員 の 広 場
組
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（５）

年金大師

懇談

３

大島支部

なわて

雑談

７

手芸編み物クラブ マフラーとエコタワシ編み

東門前

おしゃべり

３

あかり

インターバルウォーキング

４

御幸支部

建設一般

例会

10

ロード

輪おどり

７

ひまわり

２年ぶりのごきぶり団子作り

６

アカシヤ

橘支部

みんなでクイズ

11

おしゃべり喫茶

おしゃべり喫茶

９

未摘花

ストレッチ・ダンベル体操

４

紅葉

ストレッチ・ダンベル体操

４

シクラメン

骨密度チェック

８

シネマ

映画上映会

13

ストレッチ体操

６

エチュード

イスに座って体操

７

エプロン

料理教室

７

すずめ

健康麻雀

４

茶話会

７

ひまわり

３

ダンベル

いつでも元気パンフ学習

５

７

マウンテンヒルズ 血圧チェック

４

つれづれ

健康麻雀

８

ひまつぶし

脳トレ

５

渡田支部

モンチッチ

健康チェック

３

プラザ

脳トレ体操

６

おりづる

各自作品づくり

４

歩いて楽しむ会

絵手紙

絵手紙（血圧管理）

10

梶ヶ谷

ニュース学習他

４

リトルハンズ

リラックスヨガ

９

小田支部

配食さくら草

献立検討

３

宮前支部

ひまわり

塩分チェック

８

フレイル体操

７

南平

脳トレ

４

白旗台

体組成チェック

８

お花見・脳トレ

５

防災センターストレッチ ストレッチとちょこっとウォーキング

健康麻雀

８

京町支部

向日葵

絵手紙

６

なかよし

お花見

３

市ノ坪住宅

筋力強化運動

７

歩歩路

歩こう会

４

欅

茶話会

８

ロード

ペットボトルでひと汗

３

青空平間会

21年度の会計報告

５

アジサイ

22年度 年間計画

５

古流生花

いけばな

７

住吉支部

続・玉川上水散策（３）

10

手芸

つるしびな

４人 コスモス

気功・朗読・おしゃべり

６

すこやか

筋力維持と親睦

３

４

たんぽぽ

３

古向支部

４

ちょこっとウォーク 久しぶりの青空

29

くちなし

ちぎりえ

ちぎり絵作成

３

夏つばき

年間計画

３

新川崎支部

歴史班

憲法について

５

桜

映画鑑賞

３

やよい

布で作るカーネーション

４

野川南台

元美人

ごきぶり団子作り

11

長尾堰支部

ひまわり

椅子での体操

５

きら美

体組成チェック

７

健康麻雀

脳トレ マージャン

３

宿河原支部

園を大切につくってき

４

︿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︒

高津公園体操

た︒曇りの日が多いから

囲碁

公園体操

㉓㉓

イギリスの歴史は複雑

囲碁サロン

３

ワールドヒストリーを歩く
夜︑テムズ川をクルー
になる︒

両岸の美しい夜景に酔っ

だ︒イングランドとスコ

□

われて少しうす暗かった︒ 業革命の中に資本主義社
た︒船内では︑数人のバ

ットランドの対立︒イギ

□

会を発見︒ここの大英図
イオリンの伴奏でダンス

リス︑アイルランドの対

12

４月ニュース仕分け

これを楽しもうとしてき
た︒中庭にはバラをはじ

わりには国会議事堂︑ロ
ズした︒ライトアップの

︱有名な大英博物館に感動す

め何十種もの美しい花が
る︒世界一の博物館の風
ンドン橋︑バッキンガム
□

育っている︒心がゆたか

格を感じた︒
国会議事堂︑
ロンドン橋︑

大英帝国イギリス・ロンドンをたずねた︒
ある夏︑ロンドン市の
大英博物館前にいた︒空
宮殿︒赤い上着の衛兵交

大英博物館は１７５３
書館に通いあの
﹁資本論﹂
が始まる︒どの国の人か

マルクスはこの国の産

年開館︒集蔵品は七つの
を仕上げた︒

立︒宗教・民族的対立だ

４

は有名なスモックにおお

海を支配した大英帝国時
知らないが︑楽しいダン

春の花・野菜を描こう

キャロット

プアカーネーション フラダンス

手芸

玉川支部

□ □

していない︒ＥＵの財政

イギリスはＥＵに参加

から長くつづく︒

ロンドンの街を歩く︒

条件を拒否︒イギリスの

□

あの有名な赤︑２階建て

現ジョンソン首相が︑フ

□ □

スができた︒

バスがゆったりと走る通

ランス︑ドイツとどうバ

あじさい

８

南河原支部

□
万㎢

イギリスは︑人口は６
７０８万人︑面積

りでは高級ブランド店の

７人 小杉支部

椿 最後の班会

３

川崎駅前支部

代のもの︒館を入ると正
面の広大なスペースはエ
ジプト展だ︒有名なロゼ
教は英国国教会︵カトリ

ッタストーンもここに︒ ︵日本の３分の２位︶
︒宗
続いてメソポタミヤ文
％︑他はイスラ

ム教など多民族多宗教だ︒

ランス外交をとるかにつ

ＩＴ

明︑マヤ文明︑アフリカ︑ ック︶
インド︑中国など世界の

ウィンドショッピングを

口と体を動かす

12

８

映画「万引き家族」

プルメリア

各自テーマで描く

13

代を見に行った︒世界か

３

映画「万引き家族」

黄金

７

お絵かき

東小田支部

ロンドンは重い歴史・

７

さくら

５

体調の話

文明︑文化の発祥の展示

バードウオッチング 高尾山・鳥と自然観察他

４

おしゃべり

９

いてもこんご注視したい︒

唱歌童謡を歌う

３

３

ラジオ体操・血圧チェック

ちょこっとウォーク

楽しむ︒

おたまじゃくし

茶話会

絵手紙

おしゃべり

フラの練習

らの観光客で広場は埋ま

７

15

文化を感じる︒市内の中

溝ノ口花祭りウォーキング

千代紙使用によるうちわ作成

は壮観︒全部見学しよう

編集委員 佐々木 勝男

梅山 すみ江

ウォーキング

桜本支部

イギリス人は昔から庭

高津区

鎌田 克子

６

手芸

っていた︒

川崎区

平間 和夫

みずひきの梅むすび

池上新町支部

央を流れるテムズ川のま

七癖のうちの五癖は母に似て

区

10

ひまわり
健康麻雀

とすれば１週間はかか

公園はネコ鳩おじさんよく似合い

幸

菅野 節子

健康麻雀

３

みんなで川 柳

兵器より平和がほしいウクライナ

多摩区

いまが青春

おしゃべり

読者の声

す︒子どもだったので︑

あの頃は文明開化今廃線

３

８

今回は本紙に寄せられたウクライナ

脅かすだけだったのかも

草野 みつ子

︶

ばぁばとじぃじの手習い 字形の整え方Ⅰ 点画の間

小物づくり

や平和への思いを特集します︒

戦争体験の母 の 痛 み

川崎区

田中 祥悟

小坂 明美
新コロナ忍者のように変異する

川崎区

遊佐 ミチ子

麻生区

ったそうです︒そんな忌

花冷えの地震のゆれに身構える

川崎区

カラスの子巣立ち空巣のカラスの巣

体験者です︒親戚のとこ

まわしい思い出がある母

安部さんよ楽隠居して口出すな

乾

しれませんが︑目が合っ

ろに一人疎開している

は︑ウクライナ情勢を心

川崎区

巻恵︵享年

一句遺すつもりがクセで川柳に

乾さん︑最期まで川柳のことを
気にしながら旅立たれたんです
ね︒合掌︒

13

大師中央支部

岡野由美子

時︑下校途中に機銃掃射

から憂えて心を痛めてい

編集部より
ひとこと

脳いきいき

健康マージャン
南大師支部

麻生区

に遭い︑田んぼの端っこ

ます︒二度と繰り返して

Ｓ・Ｈ

に伏せていたそうです︒

はいけない戦争︒情報操

麻生区

そのすぐ横の畦道に沿っ

作や嘘ばかりで︑事実は

誰が乗る免許取立て孫の横

てダダダダダダと銃撃が

どこにあるのかわからな

いきいき
年間計画の見直し
プラチナ
大師東支部

大英博物館

た時はもうダメだ！と思

あり︑飛行機は頭の上に

い︒でもたくさんの人が

花見＆多摩川スカイブリッジを歩く ７

健康麻雀

観音支部

溝ノ口支部

６

カミツ

歳になる母は︑戦争

あり︑パイロットの顔も

犠牲になって ︵７面へ︶

てくてく

あるこうかい

５

ウォーキング・体操

例会準備

リフレッシュ

リメイク

藤崎北支部

水引きの「梅結び」

けやき

茶の実

浜町支部

４
10人 おりづる

おしゃべり喫茶

９人

３

わろてんか

大師フレンド支部

４人

９

観音健康ボウリング ボーリング

エンゼル①

ウォーキング

脳トレ

多摩川台公園へウォーキング
浅田支部

そら豆
雀（すずめ）の学校

椿

623人
98班
28支部

４月度

班会日誌

24

NO
WAR

はっきり見えたそうで

みなさんからの
オリジナル川柳を
おまちしています

88

さくら

エリカ

102

60

域
・ 地
文 化
読 者 の 広 場

（６）
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中︑ウクライナが激しい 原歌劇団や日本オペラ協
思うと︑人々がどんなに不
安な時を過ごしているのか

︵６面から︶
いるのは確かなのでしょ 砲撃を受けている︒昔の 会員でこの主旨に賛同さ
と︑他人ごとではありませ

大賛成

終息を！

う︒毎日毎日流れるニュ 子どもの頃の戦争を思い れたプロのオペラ歌手た
最後は︑ステパニック

ん︒ こ ち ら の 方 こ そ︑ 早 く

ぱいです︒これ以上犠牲 てもかわいそうです︒早
者が出ないことを心から く何とかならないもので さんをはじめオペラ歌手
しょうか︒毎日平和が来 全員で︑難民のウクライ
川崎区

髙間木 順子

ることを祈っているこの ナの人々が早くふるさと

松本 良江

ウクライナ民謡を歌う

攻に強く抗議大賛成です︒

ウクライナへの軍事侵

﹁ふるさと﹂が歌われる

ごろです︒プーチンはナ へ 帰 れ る こ と を 祈 っ て
チスのヒトラー
と︑涙が出ました︒

ウクライナバッジ
中原区

①

⑬

役職を持たない〇〇社

みんなで〇〇〇に寄せ
書き
びっくりした！でも︑ ⑮

髪や衣服の飾り物

児玉 令子

小川 智子

浅川 順子

吉村 美幸

︵中原区︶

︵中原区︶

︵幸

︵幸

区︶

区︶

︵川崎区︶

④

に要注意

ローンの支払いが〇〇

夏に日〇〇を使う男性

〇の種

⑤

漫 画﹁ あ し た の ジ ョ

代表的な毒ヘビ

ルは〇〇〇〇徹

ー﹂︒ 矢 吹 丈 の ラ イ バ

増加

⑥

⑨

⑫ 収穫量日本

⑭

長い間雨が降りません

刑罰の一つ〇〇〇刑

一は山形県

⑮

素直じゃないね︑〇〇

〇〇受︑〇〇承︑〇〇

な

〇が曲がっているのか

⑰

⑲

統

シマウ

騎手が入れます

⑳

小説や脚本の著者

料化

るライオンより〇〇が

ってく

マは襲

黒い雲が接近したら︑

ています︒お気をつけ下

広い

内田 佳奈子 ︵麻生区︶

さい︒医療生協新聞への

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

人に図書カードをお贈

回当選

ければ年齢を記入して下

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

︿送り先﹀

掲載します︒

日︑発表は８月号紙面に

ま す ︶︒ 締 切 り は ６ 月

しなかった方にも贈呈し

りします︵連続

さい︒メールでのご応募

川崎区藤崎４

〒２１０ ０８０４

−

２

編集委員会

川崎医療生協本部

−

の下をご覧下さい︒

もお待ちしています︒送

パズルの答と川柳は︑

感想や近況を余白に記入

︵敬省略︶

野外活動では〇〇〇〇

プーンやストローを有

〇〇ごみ削減のためス ㉑

い

て電子マネーが使えな

メールでの送付先 machizukuri@kawaikyo.or.jp

付先のアドレスは解答枠

③

Ｄ

アドレスが変更になっ

−

︵多摩区︶

Ｆ

E

D

C

B

願っています︒

笹木 広澄

早く終わりにして
麻生区
ロシアのウクライナ侵 よりもっと最悪
︒

平和を祈る歌に共鳴

攻が止まることなく︑多 な人物だ
くの市民が犠牲になって
新婦人コーラスで︑ウ
クライナ民謡の﹁小さい

田中 淑子

セツルメント診療所で

中原区

宿河原支部 井 手 敏 明

グミの木﹂
﹁キエフの島

おりなぜこれ程までに残
虐な行為に及び殺戮が行
５月５日川崎市の麻生 ウクライナ募金をしまし

員

えるのか理解し難いとこ

本当にありがとう

の歌﹂やナターシャグジ

要領︒〇〇をつかめば ①

ＷＡ

お寿司に欠かせません ⑯

ろです︒無意味な戦争は 市民館の大ホールで︑ロ た︒
手作りの
﹁ＮＯ

〇〇〇を共にする夫婦

㉒

〇〇〇〇するのを忘れ

田中 淑子

︵高津区︶

飯島 よう子︵高津区︶
坂本 和恵
菅野 節子

︵多摩区︶

本多 千代子 ︵宮前区︶
狩野 綾子

︵麻生区︶

②

⑤

㉓

ことです

⑱ ﹁蝸牛﹂の

簡単
⑦

作 曲 の﹁ 遥 か に 遠 い 空 ﹂

足の指の先

ウクライナの人たちを音 した︒冷蔵庫の扉にかざ

⑧

などを練習しています︒
武蔵小杉駅前広場でスタ

キュリー夫妻が発見

２２３人︵正解は２２２

スミ﹂でした︒応募者は

４月号の答は﹁ハルガ

呼ばれます

⑩

ー作詞︑
井上鑑︵あきら︶

Ｅ

⑪ ﹁青物﹂とも

楽を通じ支援しようと企 ってあります︒
画されたチャリティーコ

Ｂ

ンディングをしていま

早く終わりにして欲しい︒ シアによる侵略に苦しむ Ｒバッジ﹂をいただきま

脇 治以

プーチンにＮＯを
麻生区

強く抗議

す︒その時ウクライナ民

ロシアのやり方を見る ンサートに行ってきまし
川崎区

髙嶋 明代

と︑嫌でも大東亜共栄圏 た︒主催は川崎・しんゆ

謡を歌っています︒

石山 啓子

人︶︒
人・中原区

正解者の内訳は川崎区
人・幸区

人・麻

人・宮前
区８人・多摩区

人・高津区
います︒ＴＶもあまり見

生区

︵川崎区︶
︵川崎区︶
︵川崎区︶
︵川崎区︶
︵川崎区︶
︵川崎区︶
横山 ユウ子︵川崎区︶

小林 博

村田 学

小林 郁夫

鎌田 克子

中山 美子

池上 光輝

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

人・市外８人です︒

ていません︒

収まると良いなと願って

ウクライナの戦いが早く

をしているので︑
ロシア︑

第２次大戦の時の経験

宮前区

テレビも見られない

ロシアのウクライナへ

パニックさんも出演し︑ 思います︒

多摩区

C

芳賀 重子

答え「ハルガスミ」

A

ースに歯痒い思いでいっ 出 し︑ 子 ど も 達 が と っ ちもすばらしかった︒

!!

の旗を立てて満州国を建 り２０２２実行委員会︒

設した大日本帝国のやり ウクライナ出身のソプラ の軍事進攻に強く抗議
ア国民がプーチン
ウクライナの民族楽器バ

方を思い出します︒ロシ ノ歌手オクサーナ・ステ 世界中の人々も同じだと
に﹁ＮＯ﹂を突き
ンドゥーラの弾き語りを

他人ごとではない

つけますように！

披露しました︒すばらし

コロナは終息どころか︑

志岐 チエ子

い歌声と心地よい楽器の

子どもがかわいそう

また増加しています︒ウク

児玉 令子

音色を聞かせてもらいま

中原区

ライナで起きていることを

Ｆ

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︶

310回

!!

コ ロ ナ が 終 息 し な い した︒彼女の所属する藤

《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？

24

17

Ａ

ㆇേ߿ᶎߢ᳨ࠍ߆߈ޔ
ߔߎߒߕߟᥤߐߦࠍᘠ
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第312回
田中 静代
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沖 縄 ︑戦 後 占 領 か ら 日 本 復 帰 ま で の 苦 難
そしてこの時代を生きた屋

本書は︑この新聞企画で
とりげた出来事を縦軸に︑

ドキュメント︿アメリカ世﹀
の沖縄
良朝苗︑瀬長亀次郎︑西銘

年間はアメリカ

として地上戦が行われ︑さ
人々はどのように日米両政

アメリカ統治時代に沖縄の
ます︒抑圧された体制のな

を横軸にして構成されてい

順治の３人の政治家の歩み

沖縄が日本に返還されて
らに戦後

宮城修著・岩波新書
年たちましたが︑いまだ

たちの望みとはほど遠いこ

事実は︑返還時の沖縄の人

７割が沖縄に集中している

に日本の米軍基地のおよそ

を長い間沖縄は背負わされ

戦争に負けたことの
〝負債〟 ６年６月から２０１７年５

独立を奪われてきました︒

による施政権のもと自由と

月にかけて
﹁沖縄戦後新聞﹂ 接 収︑ 幼 女 暴 行 殺 人 事 件

い直す企画として︑２０１

府と向かい合ったのかを問
と同時に︑土地の強制的な

っていくのかが読み取れる

かでいかに自治や尊厳を守

人が犠牲と

を連載しました︒アメリカ ︵

の旭町に生まれました︒父

人兄弟の末妹として川崎区

１９３９年３月︑私は６

新報では︑

地元紙琉球

す︒沖縄の

をさしま

のこの時代

た返還まで

治されてき

メリカに統

﹁ ア メ リ カ 世 ﹂ と は︑ ア

が張りつめました︒隣の家

が飛んできて︑一気に空気

た︒しばらくすると飛行機

戚には帰ってもらいまし

した︒

を新聞記事として再現しま

されてきたこの時代の検証

を含めて︑これまで見落と

で新たに判明したことなど

実をはじめ︑公文書や証言

の時は伝えられなかった事

た統制下にありました︒そ

世では沖縄のメディアもま

やがて広い沼地に沢山の

でいっぱいでした︒

だ自分たちの身を守ること

大人たちも何もできず︑た

れていきましたが︑周囲の

きます︒︵９８０円＋税︶

人の無念と怒りが伝わって

不公正な処置への︑沖縄の

無数の被害やそれに対する

など基地があることによる

年︶
︑毒ガス移送︵

ー 落 下 少 女 死 亡 事 故︵

機 墜 落︵

なった小学校へのジェット

年︶
︑児童

てきました︒

は大工の棟梁でしたが︑胃

が焼夷弾で燃えているのが

人が避難していることが分

年︶
︑トレーラ

がんになってしまい︑闘病

分かり︑私は長姉に手を引
暗がりのなか︑足元がぐ

の末︑自ら命を断ってしま
一家を支えるために身を粉

ちょぐちょの田んぼを必死

かり︑私たちもそこで落ち

にして働いてくれていまし

で歩き︑やがて麦畑にたど

65
年〜︶

着くことができました︒そ

こでも火の粉が降ってくる
ので︑水をかけた布団をか
ぶってしのぎながら朝まで
過ごしました︒この空襲で
私の家は焼けてしまい︑食
料も空襲対策で埋めていた
にも関わらずほとんど焦げ
ていましたが︑何とか調理
して近所の人た
ちと食事をする
ことができまし
た︒
その後︑六郷
神社の近くにあ
った親戚の空き
家に︑家族で身
を寄せることが
できました︒し
かしその家で過
ごしている間に

10：00〜16：10 (9:30開場)
サンピアンかわさき（労働会館）

大ホール 会議室

います︒穏やかに︑みん

当時の自分と重ねてしま

スを見ると︑どうしても

起きている戦争のニュー

今︑ウクライナなどで

れません︒

時命を失っていたかもし

いたら︑私も家族もその

のうち１発でも発火して

良かったと思います︒あ

だったのは︑本当に運が

ます︒３発ともが不発弾

くれたのを良く覚えてい

兄姉達が覆いかぶさって

を守るようにして︑母や

その時︑一番小さい私

た︒

族全員で死を覚悟しまし

弾が突き刺さった時︑家

発︑家の中に１発の焼夷

６月1 9日

な仲良く過ごす事はでき

〜地球はみんなの故郷だから〜

科学ジャーナリスト

エネルギー開発問題担当）

参加希望は前日までに
以下へご連絡ください。

主催：第63回川崎母親大会実行委員会

090-3878-1265（佐野）

開催

資料代800円・映画鑑賞者は別途500円

歳以上︶であ

回かわさき市

日から７月

日ま

時には﹁講評会﹂が行われ

最終日の午後１時から３

品を鑑賞できます︒

プロやアマによる多数の作

写真・書道に限られますが︑

版画・きり絵・ちぎり絵他︶
・

画・水彩・油彩・パステル・

出品部門は︑絵画︵日本

で開かれます︒

﹁アートガーデンかわさき﹂

で︑ＪＲ川崎駅に隣接する

６月

民アンデパンダン展﹂が︑

できる﹁第

れば︑審査なく作品を発表

ている人︵

または市内を活動の場とし

す︒入場は無料︒

に立ち会うことができま

で︑一般の入場者もその場

やアドバイスを行うもの

が出品者一人ひとりに講評

川崎市在住・在勤・在学︑ ます︒講評会は︑プロ講師

かわさき市民アンデパンダン展

出品自由のアート展

サークルねぎぼうず&Mellow

10：00〜12：00

分科会

回
第

も︑空襲に遭い

●記念講演 平和な世界を手渡そう！

●ハンドベル演奏

共同通信社編集委員（環境・

●アピール・決議

10：00〜12：00
講師 井田徹治さん

分科会

13：10〜16：10

全体会

12

かれて逃げ出しました︒

た︒そのため︑私にとって

りついて振り返ると︑火の

71

59

63
2022年

ないものでしょうか︒

10

川崎母親大会
ました︒庭に２

●分科会報告、運動の発言交流

会場：アートガーデンかわさき
（川崎市川崎区駅前本町 12 −１タワー
リバーク３Ｆ）。
開館：午前 10 時〜午後６時（入場は同５
時半まで）。７月４日
（月）は休
館、最 終日は午 後３時まで。
問い合わせ：川崎市文化財団
（電話 044 − 272 − 7366）まで。

13

29

とを改めて思い知ります︒

川崎区 I･T 83歳 (仮名)
３発の不発弾に死を覚悟

●身近にある子どもの人権につ
いて語ろう ブラック校則は
変えられる
分科会
10：00〜12：00
ルール（校則）だから等と、
大人の都合を強要していない
だろうか。参加者のみなさん
と話し合い、学び合います。

●エクレールお菓子放浪記
戦災孤児となった少年が、甘
いお菓子への憧れを糧に、過
分科会
10：00〜12：00
酷な時代をたくましく生きる
姿を描いた秀作。
（原作、西村滋）

28

戦争では本土防衛の防波堤

伝えたい思い

55

いました︒残された母は︑

は１番上の姉や兄が︑母や

いたのを覚えています︒し

手で町が真っ赤に染まって
ばらくすると雨が降ってき

父のような存在でした︒
歳で

泣き虫だった私をよくあ
やしてくれた長兄は

その雨はガソリンだと近

ました︒
まいました︒搭乗していた

くの大人達が言っていたの

歳で戦死してし
輸送船がマニラへ上陸する

川原では︑動物たちが流さ

で︑私たちはあらためて川
その長兄を慰霊する会を

れているのを目の当たりに

直前に︑魚雷を受けて沈没

開いていた夜に︑空襲警報

しました︒目前で馬が流さ

原の方へ逃げました︒その

が鳴ったため︑集まった親

してしまったそうです︒

出征し︑

19

映画上映 10：00〜12：00

27

21

生命を生み出す母親は 生命を育て 生命を守ることを望みます
空襲後、六郷橋付近から多摩川河口方面を見る
（川崎市平和館所蔵）

50

私の戦争体験
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