絵手紙

41,457
1,546,620,500

大師中央支部 中谷 恵美子
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７月号

ホッと リハビリテーション

科

する

川崎協同病院リハビリテーション科が今年度から︑
常勤のリハビリテーション科専門医と︑新卒の新人８
人を加え︑医師３人︵内非常勤医師２人︶
︑非常勤リ
人︵内非常勤１人︶
︑理学療

ハビリテーション科助手１人︑言語聴覚士８人︵内非
常勤３人︶
︑作業療法士
法士 人の新体制でスタートしました︒リハビリテー
ション科部長の水落和也医師が新体制について紹介し

活再建の橋渡しまで︑医療
の様々な場面に必要なのが

ると︑１９８４年９月にリ

ーション科の歴史を振り返

川崎協同病院リハビリテ

親しみやすさと温かさで

おける︑なんともいえない

のと同様︑レトロな空間に

魅力は︑協同病院そのもの

リハビリテーション科の

の訪問リハビリテーション

昨年の４月から介護保険

機能は回復していきます︒

的な治療で患者さんの心身

彼女らの純粋な態度と献身

で実施することもあります

アマネージャーからの要請

このサービスは地域のケ

の経過を十分把握している

ョンを継続します︒入院中

で実践的なリハビリテーシ

月に地域包括ケア

テーション病棟増床︵２０
１９年

ば患者さんの安心も大きい

でしょう︒

青い空

ョン医療は本来︑訓練士

が１対１で患者さんに触

れ︑導き︑高め︑ともに

喜び合うアナログな治療

です︒経験豊富なセラピ

ストより有能な訓練機器
はありません︒

協同病院リハビリテー

その歴史は古く︑長い間︑
川崎南部地域のリハビリテ

ション科には︑活力に溢

れるたくさんの職員が︑

ーションに多大な貢献をし
てきました︒

素晴らしい笑顔で生き生

ハビリテーション科︑運動

す︒１階にあるリハビリテ

サービスを開始しました︒

し︑同じく昨年度から開始

きと働いています︒彼ら︑

療法︑作業療法認定︑１９

ーション室は無駄にだだっ

病院から自宅に退院して

した川崎市の﹁地域リハビ

リハビリテーション医療で

８８年 月リハビリテーシ

ぴろいという印象を受けま

も︑一人暮らしの方︑発病

リテーション支援拠点事

広い空間︑
親しみ
やすさが魅力

ョン施設が認可︑２００７

すが︑病院内の待合室や他

前とは違った方法で生活し

業﹂の取り組みともつなが

す︒

年９月回復期リハビリテー

の外来︑病棟に比べると︑

なければならない方などは

り︑川崎南部地域で生活す
病棟へ転換︶
というように︑

スタッフが訪問してくれれ

ション病棟運用開始︑２０

その何もない︑静かな空間

退院後もサポートが必要で

る障がい者とその家族の生

訪問リハ
サービスを開始

１１年 月回復期リハビリ

窮屈な病室から初めてリ

す︒そのような方には退院

活の質向上に役立つことで

に癒やされます︒
ハビリテーション室に降り

後の一定期間︑当科から訓

しょう︒

〈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。

ます︒

というよりは︑救急から退

す︒救急からリハビリまで

連携したサービスの提供で

タルな医療︑および福祉と

根ざした切れ目のないトー

院の最大の売りは︑地域に

もあるように︑川崎協同病

路線バス内のアナウンスに

す﹂と協同病院の前を走る

の川崎協同病院はこちらで

スな医療と無料・低額診療

からリハビリまでシームレ

﹁ 次 は 桜 本︑ 桜 本︑ 救 急

歴史は古く︑
地域に貢献

〜レトロでなんだかあったかい〜川崎協同病院リハビリテーション科
院まで︑そして退院後の生

てきた患者さんは思わず深

練士を派遣し自宅環境の中

10

10

10

26

24

21

呼吸したくなることでしょ
う︒また︑年季が入ったリ
ハビリテーション機器に
も︑一つひとつを大切に扱
ってきた先達の心が通って
いるような︑なんとも言え
リハビリで使用する２つの

ない神々しさがあります︒
平行棒は︑おそらく今年入
職した新人の人生の２倍近
い年月をここで働いている
はずです︒ここには筋トレ
マシーンも︑ロボットスー
ツも︑ＶＲ︵バーチャルリ

カタカナのまま使われる外来語は、明確な定義を
確認せずに都合よく使われる傾向があります。リハ
ビリテーションは、「環境との相互関係によって多
様な健康状態にある個人の生活機能を最適化し、障
害を軽減するために用意された一連の介入である」
と定義されます（WHO Rehabilitation2030：a
call for action）
。ここには2001年にＷＨＯで承認
された国際生活機能分類ＩＣＦの理念が反映されて
います。
リハビリテーション医療は、個人の生活と社会全
般に関わる広いリハビリテーションの取り組みのご
く一部でしかありませんが、患者さんにとっては、
さまざまなリハビリテーションとの関わりのはじめ
の一歩です。協同病院では患者さんの機能障害の最
大限の改善を目指して、リハビリテーション治療技
術の向上につとめています。

29

水落 和也

アリティ︶訓練機器もあり

コロナ禍です
べてが止まって
いるなか︑素晴
らし舞台に出会
いました▼川崎
市 民 劇︑﹁ お ー
い！煙突男よ﹂は︑昭和
５年大恐慌の真っ最中︑
富士瓦斯紡績の天空１３
０尺︵ メートル︶の煙
突に上り︑女工さんたち
の待遇改善を訴えた事件
が基になっています︒こ
の煙突が私の働いていた
職場の近くということも
あり︑現実味を持って芝
居を観ました▼芝居の中
に出てくる﹁８時間働け
ば普通に暮らせる社会﹂
というスローガンには︑
今でも変わらないと共感
し︑労働者が﹁力を合わ
せ世の中を変えていこ
う﹂という台詞が︑心に
響きました︒作者の和田
庸子さんは５月 日逝去
されました︒お悔やみ申
し上げます▼２月 日の
朝︑国連の常任理事国で
あるロシアが︑戦争を仕
掛けたニュースに唖然と
しました︒物価が上がり
不安は増すばかり︒アメ
リカは武器を提供し︑日
本政府はここぞとばかり
アメリカに同調し︑防衛
費５兆円も増やす︒しか
も憲法変えて︑自衛隊を
明記しようとしている▼
平和憲法を変える口実に
してはならない︒平和外
交を望みます▼世界の声
でロシアの侵略を止めさ
せるしかない︑物価は高
騰し暮らしづらくなるば
かり︒戦争のない︑平和
な暮らし望みます︒
編集委員 宮澤 明

40

川崎協同病院
リハビリテーション科部長

ませんが︑リハビリテーシ

リハビリテーションってなあに？

俊平
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（１）

朝のミーティング。ユニフォームも今年リニューアル

推薦者全員が受賞！
お口の健康フェア２０２２
高齢者部門で２人︑ファミリー部門で２組

崎市長も参列し︑お祝い
の言葉とともに口の健康
の重要性について話をし
ました︒会の終了後︑そ
の場で生協歯科クリニッ

日頃の口の中の健康習慣

してもらっている﹂と︑
当日参加できなかった

び合いました︒

の花を進呈し︑全員で喜

り︑サッカ

からも引き続きよろしく

らえて嬉しいです︒これ

国

チームに分配され分析

されていましたが︑このた

たのではないかという説が

あることを書きました︵第

今シリーズの第Ⅱ部﹁Ｄ

ＮＡの二重らせんモデルの

び宇宙航空研究開発機構

り︵ ２ ０ １ ０ 年 ︶︑ は や ぶ

イトカワから試料を持ち帰

アミノ酸が確認されたとの

億年前のもので︑

た︒それによると試料は

種類の

さ２は小惑星リュウグウの

が研究結果を発表しまし

︵ＪＡＸＡ︶ な ど の チ ー ム

８回アストロバイオロジ

種類のアミノ酸が見

元祖はやぶさは︑小惑星

発見﹂に移る準備をしてい

から

やぶさ２の持ち帰った試料

日に新聞各社が一面で︑は

ースがありました︒６月

ー︶︒

40

たら︑またまたビッグニュ

10

つかったと報道したのです︒

以前︑人間誕生に至るス

トーリーを述べました︵第

３ 回 ︶︒ ① 宇 宙 に 原 子 が 誕

生↓②簡単な無機分子がで

きる↓③無機分子が結合し

てアミノ酸などができる↓

④それらが多数結合してタ

ンパク質ができる↓⑤機能

を持つ組織化構造ができる

↓⑥細胞のようなものがで

きる︵生命の誕生︶↓⑦核

をもった細胞ができる︒こ

ことです︒アミノ酸が

23

クの松永哲副所長が記念
最優秀賞に小池正克さ
について話します︒ファ

代高齢者部門では︑

師会が共催で毎年行って
ん︑優秀賞に大森正勝さ

撮影を行いました︒﹁歯間

ー川崎フロ

お願いします﹂という小

れらが地球で進行したとい

試料を持ち帰りました︵２

しょう︒

拍車がかかることになるで

結果５・４グラムもの試料

者は２回のタッチダウンの

いました︒次の目標とする

を活用し︑新たな旅に向か

離後︑半分近く残った燃料

はやぶさ２はカプセル分

を持ち帰ることができたの

小惑星の到着は２０３１年

を予定しています︒

です︒

極めてわずかでしたが︑後

０ ２ ０ 年 ︶︒ 前 者 の 試 料 は

る？など︑生命探査に

以外にも生命体がい

外である可能性︑地球

ちの生命の起源が地球

いうことは︑わたした

宇宙に広く存在すると

はやぶさ２の快挙を報道し
た６月 10 日の朝日新聞１面

川崎市と川崎市歯科医
いる﹁お口の健康フェア
小池さんには後日クリニ
ックに賞状を持参いただ

ミリー部門では︑金子英
子さんと伊織君︑北爪光
き︑お花を進呈し職員み

ん︒受賞を聞いて２人は

クリニックが推薦した人 ﹁ 日 頃 の 積 み 重 ね か な︒
枝さんと智也君の二組の

２０２２﹂で︑生協歯科
特別なことはしていない

ブラシや歯磨きの仕方な

が︑食後の歯磨
６月５日に川崎市役所

ンターレの

池 さ ん の 言 葉 に︑職員一

これらは国際公募で９ヵ

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

う見方と︑宇宙から飛来し

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

第３庁舎で行われた授賞

マスコッ

同︑こ れ か ら も 口 の 健 康

ケアマネジャー（有資格者）１９．
６万円〜
初心者歓迎！
！
福祉用具専門相談員（無資格者可）１７万円〜 要普通免許！
！
問い合わせ先 かりん ０４４‑２８７‑７３９０又は０４４‑２０１‑７１０３

きと歯間ブラシ

ト︑ふろん

を広める活動とコンクー

かりん職員募集中！
！

ど色々な情報ももらえ

太君と一緒

ルに大勢の人を推薦でき

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

式には︑大森さん︑金子

に記念撮影

るよう努力しようと気持

採用担当

けなのに︑こんな賞がも

をしまし

を新たにしました︒

しています︒

週３日程度

は欠かさず︑間

か訪問﹄など

勤 務 日

食はほとんどな

所や病院の師長を経て︑２

組合員の専門

８時45分〜午後４時30分

さん︑
北爪さんが参加し︑ て︑それを続けてきただ

０１６年に法人統括看護部

職として組合

勤務時間

し︒歯医者に定

長に就任︑川崎市病院協会

員さんと取り

※その他ご相談ください。
パート

表彰状と記念品を受け取

看護部長会会長などを歴任

組めるこの生

生命科学の歴史

23

時給 1540円〜（経験に応じる）
雇用形態

期的にチェック

た︒当日は

としてのやりがいになって

生協歯科クリニック

崎市内の病院の看護職と協

福田紀彦川
川崎医療生協の八木美智

いました︒川崎医療生協で

しました︒現在は︑川崎市

協が︑看護師

につながったと思う﹂と話

働し︑地域の看護職の質の
受賞にあたり八木看護師

子看護師が︑神奈川県内で
の業務に励み︑顕著な功績

は﹁私は看護師の資格をも

働いてきたからこそこの賞

をあげたとしてこのほど

った川崎医療
生協の組合員
です︒班会や

看護協会副会長としても川

川崎医療生協に入職︑診療 ﹃ お 元 気 で す

八木看護師は１９８３年

しました︒

﹁神奈川県看護賞﹂を受賞

向上に尽力しています︒

左から大森さん、松永副所長、北爪親子、金子さん

長年にわたり看護師として

全員が受賞しました︒

川崎医療生協

46

☎044 287 7390

賞状を手にする小池さん

はやぶさ２の快挙
第19回

んなで拍手で祝い︑記念

受賞！

人間の過去・現在・未来
߿ߐߒ

70

親子が受賞しました︒

神奈川県看護賞 を

桑島 政臣
所長
協同ふじさきクリニック

８）

大師診療所（川崎区大師町６
所
場

看護師

八木 美智子

場
広
の
者
読

（２）
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賞状を手にする八木看護師

〜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〜

補聴器の購入補助の請願︑
またも採択されず

を超す区と市が補聴

高齢になると多くの人が

動脈硬化が原因とされ︑

齢︵老人︶性難聴は耳の

つながることを学びまし

認知症の発症率の減少に

と︑早期の補聴器使用が

の原因の一つとなるこ

は広がっています︒医療

来るなど助成制度の創設

原市や愛川町で制度が出

都︒神奈川県内でも相模

器助成制度を持つ東京

会話でよく聞きます︒加 ﹁ 認 知 症 ﹂ や﹁ う つ 病 ﹂

難聴になります︒川崎市
ました︒

６万３０００人と推定さ

川崎市社会保障推進協議

﹁医療講演会﹂を受け︑

バリアフリー﹂の実現を

団体の協力で﹁聞こえの

生協はひきつづき多くの

歳以上の難聴者は

れています︒

会では︑補聴器の購入時

めざして行きます︒

では

聞こえにくくなると外

の助成制度創設を求める

難聴が認知症の
危険因子かどうかが焦点
エビデンスの確認を待つ
に出るのが面倒になり︑

の因果関係を示す科学的

審査のなかでは︑補聴
べき﹂とし主張は分かれ

した︒

る﹁川崎市社会保障推進
器の使用が認知症の発症

川崎医療生協も参加す
協議会﹂では︑２０２０

出︑２０２１年３月に川

社会保障委員会

崎市議会健康福祉委員会

運動をはじめました︒﹁難

所利用委員会は﹁聞こえ

で最初の審査が行われま

人と話す機会も減りま

た︒
﹁難聴は認知症の危

る大切さ︑補聴器につい

した︒しかし採択には至

ました︒採択は全会派一

時の助成制度創設を求め
険因子の一つ﹂とする研

﹁最近テレビの音量を

て﹂をテーマに﹁医療講

りませんでした︒

の童謡﹁ふるさと﹂です︒

と進行に関係するのかが

る 運 動 を 進 め︑
﹁難聴者
究結果が世界的な医学雑

上げた﹂
﹁後ろからの声

演会﹂を開きました︒高

さを感じさせる声が印象

朝崎さんに続いてみんな

年３月から補聴器の購入

の補聴器助成制度の創設
誌ランセットで発表され

が聞きづらくなった﹂と

齢者の聞こえの低下が

的な朝崎さんは︑この日

マスクをしたまま︑声を

んは幼い時に父を亡く

コトー診療所﹂など数多

もうひとつは︑
﹁Ｄｒ．

Ｓプレミアム﹁新日本風

アレンジによるＮＨＫＢ

さんですが︑吉俣さんの

最後は︑客席を誘って

川井 龍介

ジャーナリスト

鷲北 栄治

に関する請願﹂を川崎市
ていることから︑共産党

いう話を︑組合員同士の

で︑感染対策に気を遣う

は︑三線︑太鼓だけでな

抑えての﹁♪如何にいま

し︑母とともにキーウに

くのテレビドラマ音楽を

土記﹂のテーマ曲もその

委員長

議会に提出しましたが︑
は﹁請願の採択﹂を主張︒

をはじめています︒

という緊張感はあるもの

く︑ギターや吉俣さんの

す父母⁝⁝﹂という合唱

聴者の補聴器助成制度の

６月に川崎市議会健康福
一方共産党以外の会派は

会場となった横浜市緑

の︑コンサートホールと

ピアノをバックに島唄の

でしたが︑音楽を通じた

す︒高齢者の社会参加の

祉委員会で行われた審査

めるバイオリニストの澤

されず継続審議となりま ﹁ 日 本 で の 難 聴 と 認 知 症

では︑今回も請願は採択

田智恵さんが主宰した︑

区のみどりアートパーク

はちがって落とした照明

ほか﹁十九の春﹂を歌い

束の間の一体感は︑その

致が原則のため見送られ

先月︑二種類の音楽ラ
ウクライナ支援の意味を

には︑ウクライナ政府関

のもとでお酒を飲みなが

歳ながら力のこ

焦点の一つとなりまし

イブに足を運びました︒
こめたクラシックのコン

係者も訪れるなか︑背筋

らリラックスして音楽に

ます︒

場にいた人だけが味わえ

創設に関する請願﹂署名

コロナ禍になってライブ
サートです︒澤田さんを

を伸ばして五十嵐さんが

身を委ねられます︒

もった歌唱の熱が客席ま

た特権でした︒

高い壁となっています︒

やコンサートとはほとん
はじめ若き作曲家でピア

吹くサックスの音色に耳

この日の私の目当て

で伝わってくるようでし

ました︒

ど縁がなかったので︑久
ニストの西澤健一さん︑

を傾けていると︑ふと戦

は︑吉俣さんと定期的に

た︒

移住しキーウ音楽院に進

手がける作曲家でピアニ

ひとつです︒

月に川崎市に提

しぶりに客席のなかで生
朗読芸術家の武松洋子さ

場と化したウクライナが

共演している︑奄美の島

３３５８人分を︑２０２

演奏を一緒に聴き︑あら
ん︑そしてウクライナか

脳裏に浮かび︑胸が熱く

唄の第一人者である朝崎

学︑これまでに数々の国

スト︑吉俣良さん主宰の

グインという島唄なら

０年

ためてライブの魅力を肌

ら避難してきたサックス

なる瞬間がありました︒

郁恵さんの歌を久しぶり

際コンクールで入賞しま

ライブです︒会場は渋谷

ではの独特のコブシをき

１人分 295kcal. 塩分1.7ｇ たんぱく質 24g

小さじ１／２
少々
小さじ１

２０２０年１月に川崎

で感じました︒

奏者の五十嵐建太︵ペド

聴衆が温かいまなざしで

に聴くことでした︒伝統

した︒弟とともに日本に

のＪＺＢｒａｔというラ

かせ︑裏声まじりの切な

川崎協同病院 栄養科調理師 丸山 悟

医療生協の協同地域事業

ひとつは︑日本ウクラ

ロ・イガラシ︶さんが出

五十嵐さんを見守ってい

避難してからは東京音楽

イブ＆ダイニングクラブ

☆かじきときのこの
マスタードソース☆

12

86

市内の難聴者は
６万３０００人

イナ芸術協会の代表を務

演しました︒

的な島唄をモダンなアレ

父親が日本人︑母親が

ンジでも歌ってきた朝崎

㉓ ライブの価値

♥一口メモ：かじきを鶏肉に変えても美味し
いです。

２切れ
１株
各75ｇ
６個
少々
適量
大さじ１

【材料】（２人分）
・かじき
・小松菜
・エリンギ・しめじ
・ミニトマト
・塩・こしょう
・薄力粉
・オリーブオイル
Ａ
・塩
・こしょう
・オリーブオイル

ウクライナ人の五十嵐さ

大学に転入し︑音楽活動

魚・海鮮を食べよう！④

20

るような雰囲気も感じら

コロナの風

〜マスタードソース〜
・粒マスタード
大さじ１
・しょう油
小さじ２
10ｇ
・バター
【作り方】
❶ かじきは塩・こしょうをふり、しばらく置きます。
❷ 小松菜は根元を切り落とし４ｃｍの長さに切り、エリ
ンギは横半分に切り手でさきます。しめじは石づきを
切り落とし小房に分け、
ミニトマトはヘタを取ります。
❸ ❷にＡをまぶし、
フライパンでしんなりするまで焼き、
お皿に出しておきます。
❹ ❶のかじきをペーパーでふき、薄力粉を薄くまぶしま
す。フライパンにオリーブ油を熱し、両面をこんがり
焼きます。
❺ ❹にマスタードソースの調味料を入れ、焼いたかじき
にからめます。
❻ 皿に❸、❺の順番に盛り付けて完成です。

第40回

からだにやさしい料理

75

れました︒

シリーズコラム

会
・ 社
し
ら
く
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日︑東高根森林
てもきる手足のストレッ

３年ぶりに戸外で楽しく集合
５月

﹁一人暮らしになった
ので久しぶりにみんなに
会えるのがとても嬉し
い﹂
﹁動けないけど戸外
配布する事業︶も順調に増

高津区の
フードバンク活動報告
川崎医療生協溝ノ口支
人分配布しています︒

す︒新型コロナをきっかけ

に困窮者支援で始めました

が社会活動としてコロナ終

息後も継続する方法を模索
しています︒

５月

歳以上窓口負担
２割化反対を訴え

には政治を変えていかなく

日︑川崎医療生協︑ きづらい社会を変えるため

神奈川土建などで構成され

食材を置くスペースの問題

登戸駅デッキで︑毎月恒例

え

ブ生協たかつデポーの共
で︑配付する数

の社保宣伝を行いました︒

部と︑かわさき生活クラ

分が晴れ晴れした﹂の声
催事業﹁フードドライブ
には限界がきて

でのんびりとできて︑気

運動トレーナーから教わ
もあり︑楽しい班会にな
＆パントリー﹂は２０２

チ︑体操教室で小松厚志

しました︒長尾堰支部の
った足踏み体操をなんと
りました︒

公園の藤棚の下で班会を
班の中でも最高年齢の人
か思い出しながらやって
長尾堰支部
松村 栄子

第４長尾班
ほど２年目を迎えまし

１年４月に始まり︑この

予約制度の導

います︒また︑

曜日午後２時から社会保障

の拡充を求め︑毎月第４金

社保宣伝とは︑社会保障

り︑１時間で

をしてくれる人が多数あ

いたのか︑足を止めて署名

そんな思いが通行者に届

が続きました︒

る多摩区社会保障協議会が︑ てはいけないと︑熱い訴え

が集う班ですが︑戸外で
みると︑笑いが止まりま

永田 眞一

の班会を計画できたのは
せんでした︒

入︑ＬＩＮＥの

ました︒今後もひきつづき

らい︑私たちが配布する

ら生理用品を提供しても

もらい︑参画センターか

を地域の団体から教えて

とりくみをしていること

ンターで生理用品配付の

川崎市男女共同参画セ

場を地域で作る

め︑情報共有の

仕組みを作るた

も取り残さない

課題です︒一人

けるかが今後の

し活動に結び付

情報をどう生か

ことや︑高齢者も若者も生

裕層の減税に使われてきた

保障が次々に改悪され︑富

障に使うと言いながら社会

者からは︑消費税を社会保

ハンドマイクを握った参加

ら署名を訴えました︒また︑

対署名のチラシを配りなが

歳以上の窓口負担２割化反

推進部員の８人で京町多

小林英樹健康まちづくり

た︒童心に還る一

ける人もいまし

た︑五つ葉を見つ

筆も集まり

た︒現在はたかつデポー

の充実を訴える活動です︒

います︒

杖できた人︑ケガをし

活用も始めまし
たくさんの気

内に回収箱を置き毎月た

づき︑有意義な

た人︑遠くは無理という

訴えていく方針です︒

っています︒新しい試み

時に活用しています︒フ

ことも必要で

目的広場を出発し︑京町

時でした︒シート

日︑中原区上平間

ープなかはらの職員と一緒

に︑サービス付高齢者住宅

のレインボー上平間の住居

人のハンバーグ弁当を︑弁

当づくりにかかわった人の

分も含め約 人分作りまし

当箱にいれて色とりどりの

料金は４００円で︑お弁

た︒

佐藤 純一

健康まちづくり推進部

42

新川崎支部

長澤 昭子

ようと話しています︒

着いたら早くみんなで食べ

できません︒コロナが落ち

が︑今は感染対策でそれも

らみんなで食べていました

ルームでおしゃべりしなが

コロナ以前は︑ふれあい

があります︒

もいて︑参加者もはりあい

らい！﹂と言ってくれる人

いて﹁月に２回でもいいく

んはいつも楽しみに待って

ー上平間の住居人のみなさ

食材を並べます︒レインボ

早くみんなで食事がしたい

ードパントリー︵無料で

人が参加し︑

ハンドマイクで宣伝をして

として不要な日用品の回

今月は

た︒

その後の被ばくによって

出会いがあり︑

くさんの支援食材が集ま

チラシや署名を集めながら

て話し合いました︒今年度

収も始めました︒

人︑歩行速度がゆっくり
になった人など８人が集
まり︑３年前とは違いみ
んな年齢を感じていまし
た︒公園一周は無理でし
たが︑藤棚の下で久しぶ
りに顔を合わせておしゃ
べりに花が咲き︑童謡を
歌ったり簡単なストレッ
チをしました︒
班員である佐藤明比古
さんの掛け声で座ってい

﹁黒い雨﹂上映会のお知らせ

生活が蝕まれていく姿を

も楽しく吊るし雛や色々な

作品に挑戦しながら︑また

５月

にあるメディホープなかは

今回のように︑散策も楽し

んでいく予定です︒
日東緑地を抜け日東公園

ました︒

を見ながらの散策を楽しみ

手芸班・椿班が合同班に

ラ リ ー か ら︑
﹁ 黒 い 雨 ﹂ には川崎合同法律事務所
京町支部の手芸班と椿

描いたものです︒上映前
の小林展大弁護士によ

班は︑それぞれ人数が減

川崎市のフィルムライブ

ら平和映画上映会を開

を借り受けて上映しま

る︑
﹁黒い雨﹂に関する

日午後１時半か

催︑
﹁黒い雨﹂
︵今村昌平

す︒
﹁ 黒 い 雨 ﹂ は︑ 原 爆

８月

ミ

少したため︑５月から合

に到着すると︑地面一面を

らのふれあいルームで︑お

講演があります︒問い合

体して手芸班として活動

緑地の散策にでかけまし

を敷き楽しく昼食

京町支部

リフィルムで上映します︒ が投下された直後の広島

せは︑健康まちづくり推

社務所（川崎区川中島1−12−12）

弁当をつくり配りました︒

を訪れた主人公が放射能

新川崎支部の組合員６人が

た︒川崎市内にある京町

を食べながら︑今

瀧沢 由紀子

場所は川中島神明神社︑

埋めるれんげ草を
がみこみ四つ葉探

して行くことになりまし
第１回目の班会は︑５

緑地から横浜市内にある

年度の行事につい

日に︑班員

日東緑地まで色々な草花

月

しが始まりまし

２６

−

川中島神明神社
場所

７人と

進部︵電話０４４

監督︶という映画を

溝ノ口支部

３年振りでした︒

散策や手芸をこれからも楽しく

手芸班

25

藤棚の下でおしゃべりに花が咲き

主催は大師中央支部です︒ を帯びた黒い雨を浴び︑

午後２時〜４時
上映

「黒い雨」

手伝いで参加し︑メディホ

−

みて︑一斉にしゃ

小林 展大 弁護士

平野まで︒ た︒
６ ７５３２︶

午後１時30分〜２時
講演

20

し込みは不要です︒
大師中央支部では毎年
平和映画会を上映してい
ます︒昨年はアフガニス

午後１時30分〜４時30分
日時

８月21日（日）

道行く人の反応がよかった

75

27

15

30

タンの治水に尽力した
故・中村哲医師のドキュ
メンタリー︑一昨年は沖
縄戦の実態に迫った作品
を上映しました︒今年は

午後１時）
（開場

上映会

平和映画

75

90

24

21

参加費は無料で︑事前申

16

合 員 の 広 場
組

（４）
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民生委員 として地域を
見守 りり続続 けて 年
高齢者の課題とかいろん

カルッツかわさきで開

が︑このほど川崎区の

す︒受

紙の編集委員もしていま

活動にも関わり︑現在本

た︒また川崎医療生協の

児童委員協議会主催︶
﹂ 地域を見守ってきまし
ています︒

をしていきたい﹂と話し

今後もまだまだ社会貢献

仕事をしたのち︑その腕
を買われて知り合いの業
者からの請け負で仕事を
してきました︒その後︑
交通事故にあったのをき

ク︵平型

ベノマス

から︑ア

生労働省

自宅に厚

先日︑

ス ク︵ 初 め て 知 っ た ︶︑

枚と明記︒個人は立体マ

施設等の団体はどこへ何

区別があり︑学校や介護

みました︒団体・個人の

ジから個人として申し込

安倍さんが予想以上の

平型マスクの２種類を申

世帯に２枚ずつ配布した

申し込みがあり精査して

マスク︶１００枚が私の

マスク︒カビ︑よごれ︑

全員に配りますと笑顔で

し込めるので両方申し込

異物混入等検品作業にお

答えたことを思い出しま

家に届きました︒安倍政

金も時間もかかりまし

す︒倉庫代以上に送料が

んでみました︒

た︒届いたアベノマスク

発生する結果となりまた

権が２６０億円かけ︑全

は一回り小さく眼帯とも

こんな川崎︑
これも川崎

ちょう おん でん いし かん のん どう

潮音殿石観音堂

吟万句詠草塚﹂があります︒

これは︑１７５８年大師河

原村の俳人花鳥庵梅動が︑

柿本人麻呂像奉納のため

た東西に細長い川崎市は︑内陸の北側と海側の南では

一定時間内に数多くの句を

記念碑です︒矢数独吟とは︑

に︑矢数独吟を行った際の

街の風景もかなり違います︒そんな川崎の知られざる

詠めるかを競うもので︑梅

㎞︒東京と横浜に挟まれ

見どころのなかで︑今回は川崎医療生協発祥の地であ

動は朝６時から午後５時ま

東西に約 ㎞︑南北に約

る大師診療所と︑診療所としては一番新しい協同ふじ

戸時代では地元だけでな

文 化 財 が い く つ か あ り︑

境内には他にも石造りの

んだといわれています︒

での間に１万句の俳諧を詠

の御利益があることで知ら

７３３年に地元の漁師が

アオイやアジサイが迎えて

す︒６月に訪れた際はタチ

匹の亀が現れて引き上げ

手水石にと奉納したとこ

くつかありますが︑大師の

川崎駅からの行き方はい

観音堂へは

ろ︑豊漁

山門前から石観音へ続く︑

左横に

を通るルートを案内しま

し て に ぎ わ っ た﹁ 観 音 道 ﹂

・川 ・

置かれ︑

か並んで

ある﹁ローソンストア１０

停で下車︒交差点向かいに

音二丁目川崎大師口﹂バス

分︑﹁ 観

その奥に

０﹂前の路地を入り︑道な

系統﹂で約

は石観音

りに５分ほど歩くと左手に

川

堂の説明

石観音堂が見えます︒

がいくつ

の﹁力石﹂ す︒市バス﹁川

は丸い形

そうです︒ 大師参詣の寄り道ルートと

になった

を助けたという大石で︑

くれました︒

海中で見つけ︑引き上げ

があります︒これは︑１

ば ん ︶﹂ と 呼 ば れ る 大 石

石盥盤︵れいきせきかん

あり︑右手前には﹁霊亀

ると︑左手前に手水舎が

山門をくぐり境内に入

にも紹介されています︒

賑わい︑﹁江戸名所図絵﹂ 様々な花も植えられていま

く江戸からの参拝者でも

健康まちづくり推進部 溝口 敬人

さきクリニックの間にある﹁潮音殿石観音堂﹂を紹介
します︒

石観音堂は天台宗・明長

寺︵川崎区大師本町︶の境

の前を流れていた観音川や

税金が使われました︒

外仏堂として︑１６６５年

に明長寺の住職︑弁融法印

によって建立されました︒

本尊である石造りの如意輪

観世音菩薩が﹁石観音﹂の
のために仕事が激減︑さら

地名の観音町の名前はこの

由来です︒かつて石観音堂
に大手に仕事が集中して︑

石観音堂に由来するそうで

トレートを作成するサービ

れ︑大師参詣の際の立ち寄

石 観 音 堂 は﹁ い ぼ 取 り ﹂ ようとしたところ２〜３
スで︑写真をもとに井田さ

りコースとして定着し︑江

は随時受け付けています︒

は味わいがあります︒注文

の 腕 で 描 き 上 げ る〝 作 品 〟

みがない看板屋さんが熟年

一般家庭ではあまりなじ

作します︒

んが一つひとつ手書きで製

近始めたのがペットのポー

お店は閑古鳥が鳴いている

言われました︒７０００

てきました︒
そして︑依頼

す︒

川崎駅前支部 鈴村 由利子

に必要な多数の資格を持

﹁看板屋というの

者の注文に応じるだけで

シリーズ
第３5 回

とのこと︒そんななか︑最

万枚のマスクの在庫があ
り︑保管倉庫代で３億円
と問題になりました︒
これが先ごろ希望者に
無料配布となったので︑
厚生労働省のホームペー

の が二つと ない〝一点 も

っかけに︑機械設計の傍
ら建設車両などに会社名

の〟です︒
高所作業車の操作や足

などを書き込んできた経
験を生かして︑１９７２

年 看 板 屋﹁ み ど り 工 房 ﹂ 場の設置︑電気配線や溶

っています︒看板の製作

年︑ 接など︑設置工事のため
官公庁や中小企業・個人

では︑主に筆を使った手

を始めました︒
以来

商店など数えきれないほ

はなんでも行う雑多

なく︑看板を通して伝え

書きの看板を多数手がけ

どの看板を製作してきま

な仕事です﹂と井田

たい内容からデザインも

19

宮澤明・本紙編集委員 功労者表彰受賞
１９６３年から川崎市内
なことに対面して︑あっ

回川崎市民生
で暮らし︑２００７年か

﹁第
委員児童委員大会︵川

催され︑地域の身近な

年でした︒

相談役として長年活躍
賞に際

という間の

ら民生委員として

した民生委員として︑
して宮

年︑

崎市と川崎市民生委員

川崎医療生協宮前支部
澤さん

編集長 城谷 創一

の支部運営委員︑宮澤
年

明さんが
﹁功労者表彰﹂ は︑﹁も
う
か︒こ

を受賞しました︒
宮澤さんは︑１９４

宮前区神木本町にある
〝つつじ寺〟として有名
な等覺院のすぐそばに︑
﹁ロシアはすぐ侵略やめ
ろ！﹂というひときわ目
立つたれ幕がかかってい
る建物が︑看板の企画・
製 作・ 取 付 を お こ な う
﹁みどり工房﹂です︒宮
前支部のニュース配付者
︶さんが一人で経営

でもある井田高一郎
︵

しています︒
井田さんは高校を卒業

した︒

さんは話しますが︑

31

矢数独吟の碑

あじさいが満開

05

15

後︑雇われて機械設計の

井田高一郎さん

提案して製作しています︒

11 04

の間︑

看板屋 みどり工房 （宮前区）

３年埼玉県生まれで︑

組合員のお店

川崎区観音町

板と﹁独

07

72

！
いいね
シリーズ⑳

アベノマスク
届く

井田さんの作る手書

石造りの観音菩薩が収められている石観音堂

誰の為のマスク ?

看板制作の他、式次第
住所：宮前区神木本町
1−4−25
営業所間：適宜対応
☎044−888−3439

これからも社会貢献して
いきたいと話す宮澤さん

50

しかし︑最近は不景気

みどり工房

15

きの看板は︑同じも

お店情報

15

たれ幕が目を引く工房

15

85

合 員 の 広 場
組

第６７１号
毎月１日一回発行

川 崎 医 療 生 協
２０２２年７月１日
（５）

﹃ 多摩川音頭 ﹄

時の明治政府が進める西

直し人助けの精神で︑当

者がいたとされます︒世

いました︒葦天のことを

詞時葦天宅をよく訪れて

白秋は多摩川音頭の作

化賞を受賞しています︒

砧は昔のことよ

鮎鷹

へうと

うと
手はさらり

笠は鮎鷹

ちりへうと
月の

笠は

ちり

なりました︒そこへ当時
反核平和の立場で活動を

山教は︑平和主義を貫き

歴史があります︒戦後丸

として完成せず︑打開策

に来てしまい歌詞は遅々

秋は登戸へ来ると酒が先

も良かったのですが︑白

り鳥です︒白秋が作詞の

サシというカモメ科の渡

われます︒鮎鷹はコアジ

この第一節が最初に歌

ちりへうと へう

いまは

欧化や軍備拡張路線の政
鮎鷹

青年団長であった伊藤睦
しており︑現在も登戸に
として葦天が車で稲田村

構想を多摩川で練るとき

策と対峙し弾圧を受けた ﹁ 兄 さ ん ﹂ と 呼 ぶ ほ ど 仲

は地域を盛り上げるため
夫が︑知り合いの北原白
庁舎を置き幼稚園も運営
内を案内したそうです︒

へう︱

に︑ご当地民謡舞踊を作
秋に作詞を頼み快諾され
しています︒

13

脳トレ体操、骨密度チェック

７

長尾堰支部

︿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︒

後期高齢者医療制度と体力管理 ６

麻生南支部

支部総会の報告・食事会

なんじゃもんじゃ 四季の森公園

８

横井

話し合い

７

柿生会

合評会

８

パークゴルフ

年以上前︑多摩区に

ってまちおこしを実践し
たことから活動をはじ

に大空を飛んで切る鮎鷹

た団体と文学者がいまし
また以前﹁ぶらり文学日

そら豆

７

め︑足掛け３年の歳月を

８

５

脳いきいき

た︒

パークゴルフ

カーネーションを作る

いきいき

に目を付け歌詞に入りま

４

宿河原支部

６

記﹂で白秋の王禅寺にま

歩こう会

５

小杉支部

かけ１９２９年に歌詞を

歩歩路

気功と八方五歩

６

した︒そこへ踊りの振付

４

気功と太極拳

折り紙（カーネーション）

を 入 れ て﹁ 鮎 鷹 お ど り ﹂

麻雀を楽しむ

５

ひまわり

つわる作品を紹介しまし

雲雀

増資・医療の話

溝ノ口支部

たが︑王禅寺のことを教

５

ヤマブキ

完成させました︒

６

ボタン園散策

３

稲田村青年団と
北原白秋

椅子での体操

茶の実

５

となりました︒

ひまわり

４

体操・ウォーキング

えたのは葦天でした︒１

７

ホウ酸団子

ごきぶり団子作り

大正末期から昭和初期

気功朗読おしゃべり

ミニーマウス

チューリップ

現在では市民団体を中

コスモス

７

けやき

９４２年には白秋が死去

３

ゴキブリ団子作り

３

にかけて稲田村青年団と

は思いっきり子どもたち

総会を終えて

桜

豊洲市場の見学

心に﹁多摩川音頭﹂を伝

と遠慮なくぶつかり合う

夏つばき

てくてく

する直前に柿生や王禅寺

白秋に歌詞を依頼した

す︒この取り組みもコロ

麻生区 岡野 由美子

ことができました︒保護

５

浅田支部

北原白秋と丸山
教主伊藤六兵衛
︵葦天︶

多摩区域を拠点として活
青年団長の伊藤睦夫の兄
六兵衛は丸山教の教主

完成した多摩川音頭は

ナ禍で途絶えることがな

﹁青春とはなんだ﹂﹁こ

者も先生の味方だった︒

脳トレ

おりづる

いう青年団体が︑現在の
動していました︒道路修
が︑伊藤六兵衛という丸

であると同時に伊藤葦天

節あり︑稲田村内の情

いことを願いたいもので

れが青春だ﹂
﹁われら青

でも今の先生たちは生徒

ひまつぶし

９

承するため︑踊りの講習

繕奉仕から演劇会︑剣道
山教の３世の教主でし

と号して俳画や郷土史研

景や多摩川の四季を織り

神奈川民医連
岡 琢也

います︒何でもいい一人

春﹂
﹁飛び出せ青春﹂﹁で

以外のことに気を取られ

住吉支部

５

にまつわる歌を残してお

大会などさまざまな地域
た︒同教は１８７５︵明

究を行い︑佐藤惣之助な

す︒
多摩川音

事務局次長

でできる事があるといい

っかい青春﹂
︒小学生の

なぜ話し合わない？

22

絵手紙

会や行政のイベントの披

活動を通してまちづくり
治８︶年に現多摩区登戸

込んだ歌となりました︒
︱囃せ囃せや

ちりへ

ですけれど⁝︒毎日散歩

頃から高校１年までシリ

中村 悦子

ちょこっとウォーク さわやかでした

健康麻雀

り︑白秋は川崎北部地域

に貢献していていました

に本庁を開き活動
︵布教︶ どさまざまな文学者と交
友がありました︒１９７

頭

った人がたくさんいるそ

多摩区

て︑訴えられるのを恐れ

６

健康麻雀

と縁が深かったのでした︒ 露会などが行われていま

が︑地域が一体になれる
娯楽として
﹁多摩川音頭﹂ を開始した新興宗教で一

２年には第１回川崎市文

ちりへうと

時は１００万人以上の信

より難しくなり︑それも

を作りたいということに
ています︒

コロナでどこへも行か

ーズで観ていました︒毎

て︑なかなかやりたいこ

日本国憲法について

13

うですね︒この頃の先生

川崎区

川崎区 梶川 かおる

回︑泣いたり笑ったり感

とができないのかもしれ

歴史班

玉川上水鷹の橋より小金井橋迄 12

みんなで考え直す

川崎市の生田緑地ばら

れなくなりその間に私も

戦争では何も残らない

動しました︒このシリー

ません︒本当の学校教育

22年度議案書説明活動報告

健康麻雀

私の歳のせいかと思って

苑︵春の公開︶に行って

歳をとり全く退屈な日々

のに戦うのはなぜでしょ

ズに影響されて先生にな

青空平間会

健康マージャン

読者の声

きました︒さまざまな種

です︒この間まで︑
水泳︑

う︒人間だけが会話でき

をしています︒

類︑色︑香りのばらに囲

ダンス︑仕事と毎日忙し

るのになぜ話し合いがで

も含めてもう一度考え直
す時が来ている気がしま

ほほえみ

３

あるこうかい

一人でできること

まれて穏やかな時間を過

くしていました︒主人が

きないのか？
これでは争いは終わら

す︒

５

９

認知症の話

観音支部

生田緑地ばら苑に

ごしました︒ばらの育成

亡くなり一人になり医療

原口 明枝

や施設内管理に携わる

生協のクロスワードを一

のあり方を保護者も生徒

方々に感謝しつつ︑今か

ないと思います︒

５

ゴキブリ団子作り

やよいの会総会をかねて

たんぽぽ

向日葵

92

生懸命やっていますが前

体組成チェック

野川南台

ころぼっくる

６

５

90

ら秋の公開を楽しみにし

ひまわり

３

東小田支部

健康麻雀

プラザ

24

４

自転車のカゴカバー

さつき

つれづれ

桜川公園でおはなし会

５

作品作りと血圧チェック

マイクロプラスチックのミニ学
５
習会とおしゃべり会

７

エチュード

折り紙

おりづる

欅

フレイル体操

３

新川崎支部

例会

体組成チェック

リメイク

藤崎北支部

くちなし

わろてんか

すみれ

ちょこっとウォーク

５

８

６

小田支部

体組成・脳トレ

11

輪おどり

いぬくら

運動の効果・実技指導、セツ
８
ル最新情報

歩いて楽しむ会

６

ダンベル

合同班会でゴキブリ団子作り

ロード

骨密度チェック

６

各自でテーマを描く

４

６

あじさい

10

きら美

19

ラジオ体操・血圧チェック

健康麻雀

ゴキブリ団子づくり

３

例会

７

お絵かき

すずめ

あじさい

懇談

建設一般

新班立ち上げ・お手玉

リフレッシュ

16

年金大師

宮前支部

玉川支部

渡田支部

敬老会食

４

ニュース仕分け、握力チェック ４

８

10

シクラメン

３

ストレッチ・ダンベル体操

癒しのお手玉

ちょこっと体操とストレッチ

写仏

５

ゴキブリ団子作り

未摘花

梶ヶ谷

ウォーキング

アカシヤ

ストレッチ・ダンベル体操

深瀬

３

11

４

７

健康チェック（ソルト・ウロ） ３

紅葉

４

懇談

11

フラダンス

プアカーネーション フラダンス

さくら

絵手紙

民商

古向支部

春の花、いちご、和菓子を描く ４

エンゼル①

映画を見ました

プルメリア

３

橘支部

４

水彩画

インターバルウォーキング

６

あかり

よもやま話

大島支部

９

御幸支部

３

おしゃべり喫茶

なわて

おしゃべり

手芸編み物クラブ エコタワシ作り

東門前

川崎駅前支部

３

公園体操

３

ゆる体操

７

高津公園体操

11

５

７

カーネーションを描こう

７

大米騒動

５月ニュース仕分け

大米騒動

黄金

あじさい

さくら

おしゃべり

元美人

おしゃべりと手芸

ちぎり絵作成

５

大師中央支部

ラビット

おしゃべり

ちぎりえ

帯状疱疹について

カミツ

浜町支部

気まぐれ

キャロット

おしゃべり喫茶

大師フレンド支部

４

３

ＩＴ

８

桜本支部

小物作り

初夏の緑地散策

８

バードウオッチング 鳥と自然観察
４人 ウォーキング

11
囲碁

茶話会

囲碁サロン

茶の実

手芸
９人
おしゃべり喫茶
エリカ

京町支部

５

３

18人

４

ストレッチ体操

６

唱歌童謡を歌う

コスモス

千代紙使用によるうちわ作成

おたまじゃくし

５

中性脂肪・糖尿対策の食事

３

古流いけばな

飯島

ゴキブリ団子作り

古流生花
池上新町支部

なかよし

手芸

南大師支部

10人

３
いまが青春

健康麻雀

自彊術

大師東支部

31

ノルディックウォーキング
セカンド

671人
101班
28支部

５月度

班会日誌

登戸の丸山教庁舎にある
多摩川音頭の石碑

域
文 化 ・ 地
読 者 の 広 場

（６）
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読者のみなさんからのお便りを５月号に続き紹介します。

みんなで川 柳

平間 和夫

熊本です！
幸区

高津区
宮前区
中原区
川崎区
川崎区
高津区
宮前区
川崎区
川崎区
川崎区

佐藤 操
中村 洋子
菊地 結貴子
草野 みつ子
遊佐 ミチ子
梅山 すみ江
佐藤 實
須藤 馨
鎌田 克子
山口 良春

谷田部 洋子

地域の高齢者の方々と

高津区

バス旅行

石井 めぐみ

友人のパン屋さん

すように！

つです︒早く実現できま

費で行けるのも魅力の一

ん︒コロナが落ち着いた 草津あたりがいいですね︒ 祉バスを使うので安い会
ら会いましょうが最後と
なり︑最愛の友は２０２

年ぶりの友との再会 ０年７月７日に星になり
を楽しみに妻と２人でプ ました︒どうしても２人
ランを練り︑ホテルを予 で友の墓参りをして﹁よ 月１回昼食会を共にして

川崎区

コロナが終息したら︑

が拡大してからは毎月の 達が何年か前︑箱根に天

いましたが︑コロナ感染 箱根に行きたいです︒友

帰り温泉バス旅行をして

約しました︒場所は熊本 うやく会えたね﹂と言い いました︒春と秋には日

断然温泉

県です︒ところが出発の たいです︒
１週間前に熊本地震︒せ
っかくのプランもすべて
多摩区

食 事 会 も 思 う に ま か せ 然酵母のパン屋さんをオ

キャンセルしました︒そ

コロナ禍がおさまった ず︑ましてやバス旅行な ープンしたのですが︑ま

大河原 健

れから何度となく連絡を

取り合い﹁また会いたい ら断然温泉です︒年相応 どかなわぬことになって だ行く機会がないのでも
ね﹂がお互いの合言葉に に湯治もしてみたい気持 しまいました︒コロナが う一人の友達と温泉旅行
なりました︒３年前よう ちもあります︒温泉ばな 終息した折には︑バス旅 もかねてぜひ行きたいで

⑨
２・４は偶数︒では３ ⑩

人・麻

︵川崎区︶

②

雨が多い季節です
すすすすすすすすす

海と空の境界線

歯︒その別名です

③

海豚はイルカ︑

元のまま︒両チーム〇

河豚は？

④

⑤

大阪は〇〇〇〇〇の街

〇〇得点なし

⑥

絵を描く時︑絵具を出

です

⑨

日本が廃止した爵位の

すのに使います

⑩

１９６０年発売の懐メ

一つ

⑫

ロ で す︒﹁ 〇 〇 〇 〇 の

渡辺 重孝

小熊 和宏

中田 実

石川 哲

︵宮前区︶

︵高津区︶

︵高津区︶

︵中原区︶

︵幸

︵川崎区︶

㉒

夏の海水浴場では要注

意

運命︒

〇〇〇〇が尽きる

⑱

⑳

はイングランド〇〇〇

〇

世界の二大主要食糧の

一つです

〇〇細︑

〇〇毛︑

〇〇維

ています︒お気をつけ下

ネコに生えていても犬

︵麻生区︶

さい︒医療生協新聞への

感想や近況を余白に記入

︿敬省略﹀

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９月号紙面に

ま す ︶︒ 締 切 り は ７ 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

パズルの答と川柳は︑

もお待ちしています︒送

−

−

２

編集委員会

川崎医療生協本部

−

アドレスが変更になっ

の下をご覧下さい︒

付先のアドレスは解答枠

①

石鍋 敬子

⑭ ﹁グリーンスリーブス﹂

ナポリ﹂

山口 和子

︵多摩区︶

す

喜んで声を上げること

レッサー〇〇〇

中村 洋子

︵多摩区︶

山中 寿美子 ︵川崎区︶

山下 房子

区︶

鈴木 博子

︵麻生区︶

柿沼 美どり ︵多摩区︶
白井 亜実

㉑

演芸場や席ともいいま

メールでの送付先 machizukuri@kawaikyo.or.jp

⑲

Ｂ

ジャイアント〇〇〇や ⑰

右に曲がります

日本庭園︑池といえば
とか５とかは

つくねに似ていますが

手で丸めません

偽物・模造︒〇〇〇〇 ⑬

１０００

〇一転

心の動きや働き︒〇〇
ろはスイーツが人気

人・高津区

人・市外４人です︒

︵川崎区︶

キログラムは１〇〇

課〇〇︑血〇〇︑脱〇 ⑯

ニュースにご注意

④

⑪

Ｆ

定額で食べ放題︒近ご ⑮

①

C

⑦
⑧

〇

５月号の答は﹁セイシ
ユン﹂でした︒応募者は
１８１人︵正解は１７１
人︶︒
正解者の内訳は川崎区

り︑計画をたてましたが ってきているのでほぐす そうをいただき︑広い温 屋さんでパン教室も始め

区５人・多摩区

人・幸区５人・中原区

今度は新型コロナです︒ ためにも秘湯巡りに行っ 泉につかり︑ゆったりと たということなので︑と

生区

人・宮前

残念だがしかたありませ てみたいです︒手始めに すごす一日︒川崎市の福 ても楽しみです︒

編集委員会で抽選の結
果︑当選者には図書カー
草野 みつ子 ︵川崎区︶

ドをお送りしました︒

︵川崎区︶

鈴村 由利子 ︵川崎区︶
岡元 育子
青木 智子

井上 みえこ ︵川崎区︶
嵐田 恭治

丸山 とも子 ︵川崎区︶

Ｇ

Ｆ

E

D

C

B

A

同じ一夜漬け。野菜
はいい効果がでます
が、テストはどうでし
ょうかね？

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︶

Ｇ

ஜᐽߩߚߦ⠌ᘠߦߒ
ߡࠆߎߣ߇ࠅ߹ߒ
ߚࠄ⡞߆ߖߡਅߐ

編集部より
ひとこと
みなさんからの
オリジナル川柳を
おまちしています

やく再会のチャンスがあ れで体全体もこりかたま 行に行きたいです︒ごち す︒地元でも人気のパン

Ｄ
Ａ

311回

今回のクイズは辞典とにらめっこ
ヘルパーさん掃除しやすいよう片づける
青葉目に空に向かって深呼吸
雨降りでナメクジ喜び背伸びする
新しいスマホ覚えは孫頼み
子はテスト母は野菜で一夜漬け
五十年経てども変わらぬ基地の島
夏休み帰国の娘三年ぶり
暇なのに脱兎の如く過ぎる日々
第７波来るかと待つがハズレろよ

コロナが終息したら行きたい旅②

Ｅ

答え「セイシユン」

《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？

15

30

第313回
郷地 淑子

21

25

10

20

16

26

10 90

場
広
の
者
読
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印象的だった憲法についての記念講演
﹁平和をきずく市民のつどい﹂開催
ロシアのウクライナ侵攻

人ひとりの幸せのために︑
国家権力が守るべきルール
だ﹂と訴え︑クイズ型式で
話をすすめながら︑国家権

催同実行委員会︶が開催さ
＝ 国 家 権 力 ﹂﹁ 檻 ＝ 憲 法 ﹂ との大切さを強調しました︒

弁 護 士 が 講 演︒
﹁ライオン
力に憲法を﹁守らせる﹂こ

れました︒

されるのではないかという

このままでは核兵器が使用

息がまったく見えない中︑

体からのアピールがあった

憲司館長のあいさつ︑各団

から始まり︑平和館の北村

藪とみ子さんの開会挨拶

て世界平和に貢献すること

り深め︑正しく使いこなし

民が日本国憲法の理解をよ

に例えて︑主権者である国

の外にある集団的自衛権

的自衛権は檻の外﹂で︑
﹁檻

は 檻︵ 憲 法 ︶ の 中 ﹂
﹁集団

楾 氏 は︑
﹁個別的自衛権

り︑楾氏は﹁これは憲法違

勝手に判断できることにな

法という檻をやぶり︑自分

をきっかけとした戦争の終

不安が世界中に広がってい

反です﹂と話しました︒
つどいの最後に同つどい

に︑ライオン︵権力者︶は
手を出せません﹂と指摘︒

が必要だと話しました︒
ま た︑
﹁憲法とは国民一
した安保関連法制で︑政府

17

断する﹂となり︑これは︑

可否も﹁政府が総合的に判

に﹂容認するとし︑行使の

せよ﹂と訴えました︒

はウクライナから即時撤退

条 約 ﹄ の 批 准 を ﹂﹁ ロ シ ア

星野 貞雄

協同地域理事

がいもなどの野菜を植えに
行きました︒女子だけで︑

女学校の上級生は第七師団

えませんでしたし︑紙が不

衣類も配給制で自由に買

ゃがいもやかぼちゃばかり

食事に関して言えば︑じ

憲法がわかる のおはなし

46

楾大樹著
かもがわ出版

か﹂などの話は︑読んだら

誰かに教えたくなると評判

です︒

中学生ぐらいから読めそ

うですが︑大人でも充分楽

この本以外に楾さんは︑

しめます︒

は い け な い の か ﹂﹁ 人 権 は

幼児や小学生向けの﹁けん

ことは聞かなく

い権力者の言う

﹁憲法を守らな

事 問 題 で 学 ぶ 憲 法 ﹂︵ 同 ︶

は﹁檻を壊すライオン・時

もっと詳しく学びたい人へ

ン ﹂︵ か も が わ 出 版 ︶ や︑

おりとライオ

て も よ い ﹂﹁ 憲

も出版しています︒

︵１３００円＋税︶

ンが残した復帰前後の写真

加え︑朝日新聞のカメラマ

年と１９７２﹂

年を迎

えた沖縄︒横浜市中区のニ

たとえば復帰の日︒沖縄

も展示されています︒

物館︶では︑企画展﹁沖縄

タイムスは﹃新生沖縄︑自

復帰

帰をどのように伝えたか

タイムスと琉球新報が︑復

沖縄の２大地元紙︑沖縄

学校での特別授業や︑基地

しました︒朝日新聞は︑小

悩﹄と１面の見出しを起こ

報は﹃変わらぬ基地続く苦

われています︒

を︑当時の紙面と写真で紹

存続への抗議活動にフォー

関連企画として７月 日

企画展は９月４日まで︒

カスしています︒

介しています︒この２紙に

治への第一歩﹄と︑琉球新

年と１９７２﹂が行

ュースパーク︵日本新聞博

今年︑日本復帰

﹁沖縄復帰

ニュースパークで企画展

地元紙がとらえた沖縄の日本復帰

めることなの

法改正は誰が決

たものなのか﹂ ぽ う 絵 本

誰から与えられ

﹁憲法は誰が守らなくて

られます︒

人にもスイスイと読み進め

しい話はちょっと﹂という

﹁憲法なんてちょっと難

現しています︒

檻の中のライオン

著者の楾大樹さんは︑﹁平

和をきずく市民のつどい

で﹂講演した弁護士です︒

ライオンを国家権力に︑

檻を憲法にたとえてて︑１

話１ページで要点がまとめ

られ︑イラストもまじえ表

で︑重大な話があると言

われたのでラジオのある

家に集まって︑玉音放送

せん︒戦争には絶対に反

戦争はなにも生み出しま

戦争が続いていますが︑

ロシア・ウクライナで

く続きました︒

戦後もまずしい生活が長

ありませんでしたが︑終

そうでした︒幸いなにも

になり︑大人たちは不安

したらいいか近所で話題

際︑女性がいる家はどう

で︑進駐軍が入ってきた

近くに軍隊があったの

湧き上がりました︒

かという不安な気持ちが

と︑これからどうなるの

が終わったという安堵感

りませんでしたが︑戦争

を聞きました︒陛下がな

肥料に使うくみ上げた人糞

の軍服の縫製作業を指示さ

足していて小学校・女学校

実家近くには軍隊︵日本

れ︑私は下級生だったので

とも卒業証書も長３封筒の

を大八車で押しながら︑約

軍服のボタン付けをしまし

半分くらいの大きさでした

軍第七師団︶があり︑軍人

た︒戦時中は︑勉強よりも

し︑青刷りの失敗した用紙
をノートに使用していまし
の不足に悩まされていまし

配給されていて︑味噌汁や

た︒
た︒食糧を確保するため︑

につけ︑でんぷんをとり︑

ャガイモをすりおろして水

だと飽きてしまうので︑ジ

っていました︒毎日おなじ

ごはんにもじゃがいもが入

女学校時代には空地にじゃ

戦時中は︑食べ物や物資

いました︒

そういった作業をよくして

４キロの山道を登りました︒ んとおっしゃったかわか

ゴローちゃんも登場

さんや馬をよく見ました︒

物資も食料も乏しく

権力者であるライオンが憲

は集団的自衛権を﹁限定的 ﹁ 日 本 政 府 は﹃ 核 兵 器 禁 止

がアピール文を読み上げ︑

を代表して︑笠原紀子さん

後︑腹話術ゴローちゃんと

く市民のつどい﹂の歴史や
エピソードを語りました︒
記念講演では﹁檻の中の
ライオン﹂という憲法入門
書を書いた︑ひろしま市民
法律事務所所長の 楾 大樹

らい近づいてきて︑慌てて

が操縦士の顔が見えるく

私は︑
昭和７︵１９３２︶ 空壕のそばまで来た時︑Ｂ
年に北海道旭川市に４人姉
妹の２女として生まれまし

学校の授業も︑体育など

れてしまいました︒

工場が狙われ︑煙突が壊さ

したが︑旭川にあるパルプ

大きな被害はありませんで

離れていきました︒民家に

た︒
旭川は北海道の中でも︑ 防空壕に飛び込むと同時に
もっとも寒い土地で︑冬は
銭湯からの帰り道で髪の毛
がパリパリに凍るほどでし
た︒
小学校４年生のときに戦
争 が 始 ま り︑
﹁進め１億火

空壕を掘ったりなぎなたの
訓練をしたり戦争に染まっ
ていきました︒
また︑町はずれの出征軍
人の家に︑田畑の草取りな

２０１５年９月 日に成立

るなか︑６月５日に中原区

開会あいさつをする
藪とみ子さん

加藤 幸子 90歳 (宮前区在住)
軍都、旭川の女学校で

回目となった﹁平和をきず

しろたにまもるさんが︑
広島からリモートで講演

の川崎市平和館で﹁平和を

伝えたい思い

読書と本

対です︒

50

39

の玉だ﹂
﹁産めよ増やせよ﹂ の勉強の時間を減らし︑防
と周りの雰囲気も戦争一色
になっていきました︒軍人
さんを戦地に送るため︑友
人と並んで︑日の丸を振り
ながらメイン通りを歩きま

どの手伝いに行きました︒
おやつとして︑炒り豆が出
てくるのが楽しみでした︒
田舎は人手がなく防空壕が
作られていなかったので︑

お団子にして食べていまし
た︒
終戦の日はとても暑い日

復帰の日・小学校での特別授業

50

50

ホームページ
https://newspark.jp

年﹂を語る講

演会が行われます︒

﹁沖縄復帰

写真などを紹介しながら

の石川文洋氏が︑撮影した

記者で知られる報道写真家

には︑ベトナム戦争の従軍

24

した︒地域の婦人会では敵
兵が来た際を想定し︑家族
と竹やりの訓練をしたこと
を覚えています︒
旭川にも敵機の襲来が何

を見ても逃げずに見て

作業中に旭川に飛んでいく
Ｂ

いました︒

50

度かありました︒登校中に
空襲警報が鳴ったので急い
で帰宅しました︒自宅の防

旭川空襲・パルプ工場炎上
（旭川市図書館所蔵）
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きずく市民のつどい﹂
︵主

私の戦争体験
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