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弘

明

して、ＣＯＶＩＤ︱ 終
息後の社会が再び同様の
被害を受けることのない
ように、望ましい社会の
ありようについて共に展
望していきましょう。
県連職員のみなさん、
今年もどうぞ宜しくお願
い致します。

我家のペット
は猫です。高校
２年の部活中に
靭帯を切り、落
ち込んだ娘を励
ます意味で、子猫を飼
い 始 め ま し た。 今 で
は、 年余り経過した
おじいさん猫です。こ
れまでは病気らしい病
気もせず元気にみんな
を癒していました。高
齢になってきたので、
体調を崩した時はみん
なが心配しましたが、
少しずつ元気を取り戻
して過ごしているよう
です。▼当初、家族会

まで迎えに来ますし、
布団の上で安心して一
緒に寝ている姿を見て
心が癒されている日々
です。マイペースに過
ごしながら長生きして
ほしいと思っていま
す。

小屋を覗くと可哀そう
に猫に襲われたよう
で、私はその後に猫を
天敵と思い成長してき
ましたが、今では自宅
に帰ると私だけを玄関

る鳩の姿を見て安心
し、可愛いと思ったも
のです。▼ある朝に鳩

と自転車に鳩を乗せて
色々な所に連れて行
き、そこから放鳥し急
いで自宅へ帰りまし
た。鳩小屋に戻ってい

レース鳩をいただいて
愛情を掛けて育ててい
ました。休日には友達

後は渋々賛成しまし
た。▼私の小学校時代
に少年ジャンプでレー
ス鳩の漫画が流行って
おり、友達の家族より

議で猫を飼うことに私
だけ反対でしたが、娘
が面倒を見ることで最
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力を合わせて

沼

よりよい社会のあり方を

宮

ス排出は、資本主義経済
が発達し世界的な規模で
飽くなき利益追求を行っ
ている結果もたらされた
ものです。何よりも利潤
追求が至上命題である資
本主義社会のままでは、
環境破壊や気候危機をコ
ントロール出来ないと言
われています。地球環境
を守るためには、全世界
的な規模で社会や経済の
仕組みを大きく転換する
ことが必要だと考えられ
ます。

あり方として定着してき
今年中にＣＯＶＩＤ︱
ました。集合型開催でえ
は終息するのか、未だ
られる一体感や感動など 見通せませんが、夜明け
には及びませんが、今後 は 必 ず 来 ま す。 引 き 続
も有効活用が望まれます。 き、感染対策に万全を期
近年、ＣＯＶＩＤ︱
すとともに、必要な医療
をはじめ、ＳＡＲＳや新 や福祉が受けられない人
を生まないように力を合
わせていきましょう。そ

り、新しい会議や交流の

徹底する機会にもなりま
した。また、集会などは
Ｗｅｂ開催が定番にな

せないでいる委員会もあ
ります。
しかし、負の側面だけ
ではなく、日々の感染対
策について改めて見直し

中止もしくは縮小を余儀
なくされました。活動停
止し今後の展望が見いだ

県連の諸活動は、予定
されていた県連総会をは
じめ様々な集会や企画が

宮城民医連会長

展望する一年に

県連職員のみなさん、
新年あけましておめでと
うございます。
昨年は、ＣＯＶＩＤ︱
一色の１年間で、全世
界的に忘れられない１年
になりました。
困難な中、日常診療と
日常活動に奮闘されてき
た職員の皆さん大変お疲
れ様でした。感染対策に
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宮沼弘明会長

多大なエネルギーを費や
し、ストレスフルな毎日
が今も続いていると思い
ます。多くの医療機関が
経営危機にさらされ、地
域によっては医療崩壊に
追い込まれました。ＣＯ

型インフルエンザなど新
興感染症が次々発生し、
世界の人々を恐怖に陥れ
ています。これまである
地域や動物などに限られ
ていた微生物が、乱開発

による環境破壊や気候変
動（温暖化）を背景に、
人類に接近していること
が主因と言われていま
す。環境破壊や気候変動
の原因である温室効果ガ
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新年のあいさつ
ＶＩＤ︱ 感染症は、日
本の医療制度、医療シス
テムがいかに脆弱なもの
であるかを如実に示す結
果になりました。また、
ＣＯＶＩＤ︱ 感染症は
社会的弱者を直撃し、格
差社会に対して警鐘を鳴
らす結果となりました。
19
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荒浜の日の出

（仙台市若林区）

孝博

事務

﹁経営改善﹂
を
小松

古川民主病院

２０２０年人間と鬼の
戦いを描いたアニメが大
ヒットしましたが、私の
中での鬼は『赤字』とい
う二文字です。この鬼は
何もしなければドンドン
増殖し古川民主病院を食
い潰す勢いで増えていき
ます。赤字を抑え、大崎

沙織

市圏内の健康と平和を守
る最後の砦として存在す
る古川民主病院を存続さ
せるために、２０２１年
は呉院長を柱とし、経営
改善という刃をもって赤
字という名の鬼をバッサ
バッサと斬り倒していき
たいと思います。
そして、私の大好きな
二文字『黒字』がたくさ
ん見れる２０２１年にな
るよう努力していきたい
と思います。

望美

保育 士

笑顔を忘れずに
子どもたちと
過ごせる年に
千葉

下馬みどり保育園

２０２１年の丑年は、
２回目の年女になりま
す。１回目の年女は、小
学６年生で保育士になる
ことが将来の夢でした。
２回目の年女は、長年の
夢だった保育士として迎
えることになります。就
職１年目は、毎日が分か

自分を見失わず
日々まい進します
陽子

しばた協同クリニック 事務

佐藤

らないことだらけで無我
夢中でしたが、周りの先
輩方に支えていただきな
がら、過ごすことができ
ました。２年目となる今
年は、子どもたちを惹き
つける力を身につけたい
です。そのために、手遊
びをたくさん覚えること
や、保育教材の作成に励
みたいです。また、先輩
方の子どもへの声がけに
注目して、実践していき
たいです。以上のことを
目標に、笑顔を忘れずに、
かわいい子どもたちと楽
しく過ごしていきたいと
思います。

じ職場で仕事を続けてこ
られたのは、頼りがいの
ある先輩や、愚痴を聞い
てくれる同僚、新しい見
識を与えてくれる仲間に
支えられてきたから。新

学びながら

命を守っていきたい

香

看護師

小野

松島海岸診療所

であっという間に子育て

民医連学校では若い新
入社員の方々と一緒に学
び、現在も日々学ぶこと
が多々あります。
地域活動に委員会と組
合員さん方や職場の皆さ
んに支えられ、早いもの

私は子どもが小学校に
入学したのをきっかけに
松島医療生協に入職しま
した。

感染防止のため今年８月
に延期となりました。１
学年 クラスで約５００
名の時代でした。近年連
絡を取り合う時には、お

０２０年８月に還暦同窓
会を予定していました
が、新型コロナウイルス

３回目の成人式を迎え
ます。
誕生月が１月のため２

熊谷

県連事務局

称省略）

日号。

月

互いの無事を確認し、健

も終わりました。いつも

医療生協が身近に感じて
いたせいか、二人の子ど
も達は、医療従事者とし
て今では頑張っておりま
す。これからは少しずつ
皆様に恩返しができたら

なと思っております。
生活に欠かせない、医
療、介護を守り地域の皆
様に寄り添う診療所とし
てこれからも、笑顔を絶
やさず命を守っていきた
いです。

康や孫のこと、定年後の

計画など、老後の話題が
頻繁に出る年頃になりま
した。

コロナ禍での「新しい
生活様式」で、Ｗｅｂ同
窓会も選択肢に入れるべ
きとの意見も出始めてい
ます。アナログ人間の私

にとっては、ついていけ
るかどうか、期待と不安
の２０２１年です。

日号答え「アカトンボ（赤とんぼ）」
・応募総数 件。当選者＝松田恵美／泉病院、

佐々木歩未／古川民主病院、菅原由美／くりこまの里、那須まゆみ／はなみずき、坂本正子／十符風の音、
（敬

効。発表２月

の欄に掲載させていただく場合があります。応募資格＝臨時・パート含む県連職員。締切２月３日当日消印有

正解者に抽選で５人に図書カードを進呈いたします。余白に日頃考えている事などを書き添えて下さい。「声」

クイズの解答は事業所名、氏名、職種を記し県連事務局に送って下さい。メールは不可。ファックスは可。

義純

３回目の成人式
期待と不安

新年明けましておめで
とうございます。今年は
年女ということでご挨拶
申し上げます。

香さん

小野

明るく︑
前向きに
佳宏

医師

病 院 に い な か っ た の で、
実は初めてご挨拶させ
て い た だ き ま す。 毎 年、
抱負など考えることな
く、行きあたりばったり
で過ごしてきたので、正
直何を書こうか悩んでし
まいました。しかし、新
年くらい気の利いた一言
もいってみたいので、何
とかひねりだしてみまし
た。「昨年から、コロナ、
不景気、オリンピック延
期と、多方面で難局が続
いております。まだまだ
思うにままならない状況
ですが、今年は丑年とい
うことで、馬に乗るまで
は 牛 に 乗 れ、 の 精 神 で、
明るく、前向きに頑張り
たい」と思います。とい
うことで、本年もよろし
くお願い申し上げます。

﹁安心﹂
してもらえる

接遇・情報提供を
大沼

つばさ薬局船岡店 薬剤師
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盛口

真琴

名、ヘルパー 名、事務
員２名、総勢 名で、そ
の中に丑年はびっくりの
７名！なんと４世代にな
ります。同じ干支がこん
なにそろうなんてちょっ
と驚きです。そして今年
は丑年！何かいいことが
ありそうな予感…飛躍の
１年になること間違いな
しです。丑年の人は〝ど
っしりした心と、何事に

年にあたり、揺れ動く世
の中で、自分を見失わず、
様々な事にアンテナを張
り、時には閉じこもり自
分を守りながら、家族や
職場や地域の皆さんとと
もに、よりよい人生を過
ごしていくために、気持
ちを新たに日々まい進し
ていきたい。

義純さん

坂総合病院

明けましておめでとう
ございます。●回目の年
男なのですが、前回は坂

コロナ禍に
振り回されず
飛躍の１年に
鈴木

ケアステーション郡山

「なんか丑年が多いん
じゃない？」とのご指名
で今年の抱負を発表する
ことになりました！ケア

年 男・年 女

千葉望美さん

はじめての丑年は、十
一歳の頃。小学五年生の
私。年賀状に牛を手描き
し、同級生に送った記憶。
二回目の丑年は、二三歳。
民医連に入職後、二年目。
この職場に勤め、たくさ
んの人たちとの出会いと
別れを経験。三回目の丑
年は三五歳。労働組合の
仲間達とのやり取りが楽
しくためにな
り、頼れる人達
に憧れる日々。
そして、今回四
度目の丑年。人
生の半分以上を
民医連の職場で
過ごしている事
に気づく。この
二十年余り、同
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大沼沙織さん

熊谷

15

ことしの
希望・目標
きた」、「コロナ対策での
病院の対応に疑問を感じ
て転院してきた」という
方もいらっしゃいまし
た。皆さんの行動の根底
に コ ロ ナ に 対 す る「 不
安」というものがあった
ように思います。また、
「コロナうつ」ではと感
じる患者さんも見られま
した。大切な「趣味」を
「不要不急」と我慢する
ことが新たな病気を作り
出しているのかもしれま
せん。まだまだ収束が見
えない状況ですが、今年
も医療従事者として「安
心」を生む接遇や情報提
供を心掛けたいと思いま
す。
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26 10

も振り回されないような
強 さ が あ る 〟、
丑年もそれ以外
もみんなで力を
合わせてこのコ
ロナ過に振り回
されることな
く、利用者や家
族の立場に立っ
て、よりよい看
護・リハ・介護
を提供できるよ
う頑張ります！
丑年５人組（下段中央筆者）

外科スタッフと一緒に（左端筆者）

ステーション郡山は看護
師 名、リハスタッフ３
11

２０２１年
昨年は「新型コロナウ
イルス」によって生活が
激変した一年でした。私
の職場では明らかな受診
控えはなかったように思
い ま す が、「 コ ロ ナ 対 策
で長期処方を希望しても
拒否されたので転院して
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