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核兵器のない２１世紀のために!

原爆パネル展

日時▶７月２４日(土) 午前9：00〜午後8：00
７月２５日(日) 午前9：00〜午後6：00

主催／宮城県原爆被害者の会
（はぎの会）
問合／電話 022‑243‑2158
後援／宮城県・仙台市・宮城県教育委員会・仙台市教育委員会
NHK仙台放送局・東北放送・仙台放送・東日本放送
ミヤギテレビ・河北新報社・朝日新聞仙台総局
毎日新聞仙台支局

すべての事業所や職場で

動」です。
全日本民医連の提起を
受け、宮城民医連として

佐

会を作るなど、工夫をし
ましょう。
他にも教材はたくさん

県連事務局次長

望

こらしてすべての事業所

青年部など青年職員どう
しで学びあい、語り合う
のもいいかもしれませ
ん。コロナ禍で集まりに
くい状況ですが、工夫を

なんだろう」と話し合う
など、ぜひ活用してくだ
さい。
また事業所や職場単位
だけでなく、職種部会、
青年ジャンボリーや労組

藤

事例を人権の視点で語り合おう

「人権保障の到達と
課 題 を 学 ぶ『 人 権 ｃ ａ
ｆ 』学習運動」が始ま
りました。全日本民医連
が発行する「ＭＩＮ―Ｉ

点で「事例はどうなんだ
ろう、記事の内容はどう

の学習運動を提起してい あります。例えば「医療・
ます。獲得目標は３点、 介 護 Ｓ Ｄ Ｈ 活 動 事 例 集
①世界の人権保障の到達 （県連医療活動部作成）」、
を学び、職員一人ひとり 「 一 職 場 一 事 例 」 が あ り
が自分の身近な問題に引 ます。さらに、民医連新
き寄せて理解を深めるこ 聞や『いつでも元気』な
と、②民医連綱領と日本 どもあります。人権の視
国憲法、国内外の課題を
世界の人権保障の到達か
ら捉えなおすこと、③多
様性を認め合い、個人の
尊厳を第一とした国内外
の運動に目を向け、共同
組織とともに社会へ働き
かける機会とすることで
す。すべての事業所や職
場で、すべての職員が学
びあいましょう。。
教材は、全日本民医連
の「ＭＩＮ―ＩＲＥＮ人
権ｃａｆ 」です。教材
を読むだけで終わらせ

わせて約 名が参加しま
した。主催者を代表して
連絡会共同代表の高橋正
行氏が開会のあいさつ。
医療や福祉は人間が生き
るために不可欠である
と、運動の中でしっかり
発言していこうと呼びか
けました。
佐 藤 英 仁 氏（ 東 北 福 祉
大学総合福祉学部准教
授）が、「医師・看護師不
足、保健所統合、３病院
移転・統合問題から考え

や職場で取り組みを進め にこだわりましょう。そ
ていきましょう。各事業 してこの機会に、コロナ
所や職場での取り組みは 禍で感じている矛盾や現
ニュースを発行して県連
内すべての事業所に紹介
します。
なぜ、いま人権なのか。
日本社会では医療・介護
の現場を含めて人権や倫
理に関わる問題が山積し
ています。新型コロナ感
染によって、格差と貧困、
様々な差別や偏見など人
権にかかわる問題が噴出
しています。私たち民医
連は、いのちの平等を掲
げ、医療・介護活動の基
本に人権をすえて事業と
運動を展開しています。
現場で起きている患者や
利用者、地域の事例を「人
権」の視点で捉えること
院の統合や閉鎖、病床削
減は許されないこと。厚
労省は４２４の公立・公
的病院に再編の検討を求
めたが、投入したデータ
が不明瞭、相対的な基準

のため病院の３分の１が
「診療実績が少ない」と
必ず判断される、構想区
域を２次医療圏としてい
ることの妥当性、等の問
題があることを指摘。国
の補助金なしで住民サー
ビスを提供できる自治体
はごく一部であるという
財政力の実情も踏まえ、
自治体への国の補助金は
不可欠であると話しまし
た。

日本は、住民数対比の
医師数は先進国最低の水

準、看護師数は高齢化の
急速な進行で求められる

水準にははるかに及ばな
い、と指摘。その上で、医
師需要の数値は、週 〜

時間の過労死レベルの
勤務を前提に考えられて
いると批判しました。保
健所、保健師の削減につ
いて、保健師が少ない都
道府県と、今年１月に新
型コロナの緊急事態宣言

が発令された都府県が一

状を大いに語り合いまし
ょう。学習推進期間は
月末までです。

は仙台市長選、宮城県知
事選、総選挙があり、そ
れぞれの政治のあり方が

共同代表の中山修氏
は、閉会にあたり、
「今年

ついて、声を上げていこ
うと強調しました。

したと批判。コロナ禍で
浮き彫りになった問題に

致していることを示し、
保健師のニーズと保健師
の供給体制が合致してい
ないと指摘しました。
最後に、宮城県はコロ
ナ禍のもとでも３病院の
統合移転計画を進めてお
り、政府は、緊急事態宣
言の対象地域を追加して
期間延長を決めた日に高
齢者の医療費窓口一部負
担２倍化法案を強行採決
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問われる。今日の学習を
力に大きな運動にしてい
こう」と呼びかけました。

６月は「水無
月」とも呼ばれ
ています。梅雨
のこの時期に
「水が無い月」
とは、どのような意味
があるのでしょうか？
所説ありますが、水無
月の「無」は「の」に
あたる連帯助詞で、「水
の月」という意味にな
ります。今まで水のな
かった田んぼに水を入
れる頃であり、他にも
「 水 月（ み な づ き、 す
いげつ）」「水張月（み
ずはりづき）
」とも呼
ばれるそうです。▼ま

た、日本には１年を
に分割した「二十四節

くなり、夜が短くなる
日です。今年は６月

気」という季節の呼び
方もあります。その中
の１つ「夏至」は、１
年で昼の時間が１番長

24

ＲＥＮ人権ｃａｆ 」タ
ブロイド判はもう手元に
届きましたか？
全日本民医連第 回定
期総会（２０２０年２月）
の運動方針では、平和と
個人の尊厳が大切にされ
る２０２０年代へ向け、
「日本と世界の人権保障
の現状と課題をあらため
て学び、多様性を認め合
い、個人の尊厳を第一と
した国内外の共同した運
動に取り組む」とし、「憲
法と民医連綱領を羅針盤
にした高い倫理観と変革
の視点を養う職員育成の
前進」を掲げています。
その具体化のひとつが世
界の人権保障の歴史と到
達を学び仕事やくらしの

ず、それぞれの職場など
で経験した事例を「人権」
と結びつけて語り合う機

る」と題して講演。佐藤
氏は、医療崩壊はコロナ
禍が始まる前から進んで
いたという認識が前提、
と強調。宮城県内の３病
院（県立がんセンター、東
北労災病院、仙台赤十字
病院）の移転・統合は、病
床削減を至上命題とする
地域医療構想の推進であ
ること。自治体病院は、
民間病院では担いきれな
い不採算分野を担ってお
り、赤字を理由とした病

５月 人権の基本のキ (人権って何)
特集：こどもの権利
６月 人権を守る憲法 (自由権・社会権)
特集：ジェンダー平等
７月 人権の国際的なガイドライン（世界人権宣言）
特集：障がい者の権利
８月 人権の国際条約 (国際人権規約)
特集：高齢者の権利
９月 人権を守るしくみ (その他の人権条約)
特集：健康権・人権としての社会保障
10月 たたかってこそ守る人権 (人権を守り実現する
「決めて」)
特集：平和に生きる権利・民主主義・参政権
民族自決・人種差別と人権
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い収束を願わずにはい
られません。

す。新しいワクチンに
対する不安もあります
が、集団免疫を獲得し
て以前のような生活に
戻れる日が待ち遠しい
です。新型コロナウイ
ルス感染症の１日も早

衛生、３密を避けた各
人の行動が求められて
います。▼新型コロナ
ウイルス感染症に有効
とされるワクチン接種
が、今ようやく国を挙
げて進められていま

時期でしょう。今年も
昨年に続くコロナ禍の
中、マスク着用や手指

日が「夏至」です。日
が長くなると、なんだ
か嬉しくなりますね。
いつもなら各地で様々
なイベントが行われる
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課題について語り合う
「『人権ｃａｆ 』学習運

５月 日、仙台市のフ
ォレスト仙台にて、地域
医療を守る共同行動みや
ぎ連絡会主催で地域医療
を考える学習会が開催さ
れ、会場とオンライン合

コロナ禍で地域医療の
問題点が浮き彫りに
22

人権Café
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私の好きな憲法は何条？

「地球にやさしい持続
可能なこおりやまの実現
のために～連携による気
候変動対策の推進～」と
題して、郡山市環境部次
長の羽田康浩氏より基調
報告がありました。郡山
市は２０１９年 月 日
に、国内で 番目に「２
０５０年二酸化炭素排出
量実質ゼロ」を宣言しま
した。東北で温暖化対策
に熱心に取り組んでいる
都市です。
はじめに羽田氏より、
郡山市の現状と気候変動
の考え方や取り組みが報
告されました。
国は温室効果ガス排出
削減の中間目標として２
０１３年度に比べて２０
３０年度に ％削減、２
０５０年度長期目標は
％削減としています。
今年３月に策定された
郡山市気候変動対策総合

されました。
活動報告では、みやぎ
地域市民電力連絡会の浦
井彰氏が、構成団体の４
つの発電所の取り組みを
紹介しました。ＮＰＯ法
人おながわ、ＮＰＯきら
きら発電、ひっぽ電力、
みやぎ地域エネルギーな
ど、地産自立、地産地消、
地産地所有、最終的に自
立を目指しているとのこ
とでした。
あいコープみやぎの鈴
木真奈美さんから、消費

者として個人として 排
出を減らす、環境にやさ
しい取り組みの活動の紹
介がありました。
ストップ温暖化センタ
ーみやぎの吉田美緒さん
は、２０００年５月 日
に全国で４番目に誕生し
たセンターの活動や、宮
城県の委託補助事業のキ
リバス環境出前講和を紹
介しました。
若者の環境団体であ

Co2

る「 Fridays For Future
」 か ら は、 気 候
Sendai

ワーステーショ
ン反対、気候の
ためのストライ
キ、角田市ＨＩ

げていくとの力
強い報告があり
ました。仙台パ

的な闘いから変
えていきたいと
訴え、今後も気
候危機を止める
ための運動を拡

と題して活動の
紹介がありまし
た。地域の具体

危機の実態と私
達にできること
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平和への願いは
自粛させてはならない

５月 日、エルパーク
仙台ギャラリーホールに
於いて「気候危機を考え
る市民フォーラム」が開
催されました。会場では
名、ｙｏｕＴｕｂｅで
名、合わせて１００名
の参加でした。

戦略は、郡山市は中間目
標として２０１３年比２
０３０年までに ％、２
０５０長期目標１００％
削減としていることが特
徴としてあげられると話

こ

Ｓ・パーム油発電反対、
丸森町メガソーラー計画
反対と呼びかけました。
最後に閉会のあいさつ
で は、「 宇 宙 船 地 球 号 は
この９年のうちに、もは
や破局に向かうと言われ
ている、具体的な知恵を
出し合ってやっていく時
代になっている」と訴え
ました。

声

母が最近貸してくれた
本「 老 人 の 取 扱 説 明 書 」
が面白かったです。 歳
を過ぎている母がこの本

え

日、「 核 廃 絶

ため声をあげ続けていき
ましょう、と呼びかけま
した。
集会のあと仙都会館ま
でｐｅａｃｅパレードを
行いました。コロナ禍の
ため、声をあげてのアピ
ール行動はできませんで
したが、手を振り通行す
る人達に訴えながら、歩
きました。コロナ禍の影
響で、３月、４月は街頭
宣伝行動ができずにきま
した。核なき世界への訴
えをアナウンスしながら
のパレードでした。
その後の平和ビル前で
の 署 名 行 動 で は、「 核 兵
器禁止条約に参加する日
本政府に変えていきまし
ょう」のチラシを手渡し
な が ら、「 日 本 政 府 に 核
兵器禁止条約の署名・批
准を求める署名」をお願
いしました。若い方々が
チラシを手に取り、署名
していきました。行動に
は 名が参加し、 筆の
署名が集まりました。

だ疑問ではありますが、
憲法（特に９条）の大切
さを改めて考える機会を
作るということにおいて

28
80

５月

の理念を活かす時であ
り、日本政府に批准を求
めて署名を取り組みまし
ょうと話されました。
核兵器廃絶ネットワー
クみやぎ代表の木村緋沙
子さんからの挨拶のあ
と、立憲民主党のメッセ
ージが読み上げられ、日
本共産党の舩山由美さん
から挨拶がありました。
アピール文では、１月
日に核兵器禁止条約が
国際法として発効し、日
本政府が条約に背を向け
ていることは許されず、
唯一の被爆国である日本
政府の姿勢を変えること
が核兵器廃絶へ道を大き
く前進させること。日本
政府を、核兵器禁止条約
に参加する姿勢に変える

コしながら笑顔で吹き消 「 平 和 と い う こ と が 世 界
していました。
では当たり前ではないん
そんな無邪気な息子た だよ」と、息子たちにな
ちですが、今、小学生で んとなく伝えてみました

だけは大切なことなのか
と思いました。そして世
界に誇るべき現行９条を
これからも国民全員で守
っていかなければと切に
思いました。

みやぎ」
Peace Wave in

ミニ集会が元鍛冶丁公園
で核兵器廃絶ネットワー
クみやぎの主
催により開催
されました。
１月 日に核
兵器禁止条約
が国際法とし
て発効されて
から最初の集
会です。主催
者から、コロ
ナ禍であって
も平和への願
いは自粛させ
てはならない
と挨拶があり
ました。
５月３日で
憲法 年を迎
えました。今
こそ憲法９条

もグループを作って武器 （「 ふ ～ ん 」、 程 度 の リ ア
を振り回して戦うオンラ クションでしたが。流石
インゲームが流行ってい に ま だ 早 す ぎ た か …）。
るようです。あくまでゲ 息子たちが大きくなって
ーム内での話ではありま 憲法の授業を受ける時に
すが、ボイスチャットで た だ の 暗 記 に な ら な い
通信しながら戦う様は戦 よう、日頃から
争さながらです。どこか 意識できるよう
の国では現実に事件も起 な環境作りが大
きたことがあるようで、 切だと感じまし

長町病院
言語聴覚士
菅原

た。ちょうどそ
んな時に国民投

決のニュース。内容もさ
ることながらコロナ禍の
今やるべきことなのか甚

票法改正案が可

画面を見ていられるのだ
と思いました。
良 い 機 会 だ と 思 い、

「私の好きな憲法は？」
の原稿依頼を受けた際、
正直何を書けばいいのか
だいぶ悩みました。恥ず
かしながら憲法に対する
知識は学生時代に部分的
（ 前 文・ ９ 条・ 条 く ら
い？）に暗記したくらい
で、それ以外のエピソー
ドも特に思い浮かばず…
なので、深く考えず思っ
たことをそのまま書こう
かと思います。
この原稿依頼を受けた

ちょっとぞっとします。
平和憲法で守られている

こおりやまの取り組みを報告する羽田氏
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26

気候危機を止める
取り組 みを
30

日本だからこそ、笑って

（我が家はバースディケ
ーキよりバースディアイ
康介 ス派です）の火をニコニ

50 50

日

件。当選者＝北村明子

「スプリング」
・応募総数

１日号。５月１日号答え

当日消印有効。発表８月

県連職員。締切７月

資格＝臨時・パート含む

く場合があります。応募

の欄に掲載させていただ

書き添えて下さい。
「声」

日頃考えている事などを

進呈いたします。余白に

選で５人に図書カードを

ックスは可。正解者に抽

い。メールは不可。ファ

連事務局に送って下さ

名、氏名、職種を記し県

クイズの解答は事業所

が生きにくい世の中です
が、いつまでも長生きし
てね。
泉病院
薬剤師 吉岡 文

を手に取り、娘に読めと
渡す、この行為が面白く
幸せを感じます。高齢者

70
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日は、ちょうど息子２人
の誕生日でした。目前で

略）

／くりこまの里（敬称省

古川民主病院、菅原由美

十符風の音、安達優子／

／長町病院、坂本正子／

／厚生福祉会、佐藤行夫
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アイスに立てたロウソク
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