（第 1036 号）（1）

2021年8月15日（日）

スロ−ガン

第１５回全日本民医連学術・運動交流集会

憲法が生きるコロナ禍の
新しい社会へ力を合わせよう
日時▶10月22日(金)13:00〜
23日(土)〜18:00
開催方法▶オンライン

主催／第15回全日本民医連学術・運動交流集会実行委員会
TEL:03-5842-6451
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府によって進められた保
健所や病院の統廃合をは
じめとする公衆衛生の軽
視、医療提供体制の縮小
を背景に、新型コロナウ
イルス感染拡大の波がく
りかえし起こり、国民の
いのちが危険にさらされ
てきました。そして、コ
ロナ禍を通して日本の社
会保障制度がいかに脆弱

政策によって、多くの国
民はそもそも不安定な生
活を強いられていました
が、コロナ禍がさらに追
い打ちをかけ、深刻な影
響を及ぼしています。近
隣地域でも多くの住民が
生活困窮に陥り、悲鳴を
上げています。
このように国民生活が
危機にあるにも関わら
ず、政府は「自助・共助」
を基本とした全世代型社
会保障改革をさらに進め
ようとしています。今こ
そ、医療や介護・福祉現
場の実態を広く社会に知
らせ、いのちと暮らしを
最優先にする政策に転換
させることが必要です。
共同組織の皆さんととも
に運動を進めることが求
められています。
国の主権者は私たち国
民です。しかし、すべての
国民が集まって法律や予

宮城民医連事務局次長
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ちの声を受け止めてくれ
る議員が増えることが大

加

法が選挙制度です。意思
決定をする議会に、私た
い 不 安 が 大 き く て、「 何
ならやっていいのかな
あ？」ということが中心
になっていたように思い
ます。開園から、３回目
となる夏まつりについて
は、「 夏 ま つ り 委 員 会 」
を立ち上げ、若い職員も
一緒になって子どもたち
が楽しむために何をする
かと意見を出し合いまし
た。そこで、〈夏まつりを
二日間にして小さいクラ
スも含めた夏まつりを充
実させたい〉と考えまし
た。
遊びコーナーは未満児
クラスの子どもたちも楽
しめるようなものを考
え、いくつかの種類のコ
ーナーを作って取り組み
ました。雰囲気作りにか
かせなかったのが、幼児
クラスの子どもたちや職
員が浴衣で参加し、七夕
音頭をみんなで踊ったこ

切です。
県連理事会で選挙方針
が確認されました。「宮城
民医連２０２１選挙推進
委員会」も活動をスター
トしました。私たち一人
ひとりが政治に関心を持
ち、選挙に参加すること
で、主権者としての自ら
の意思を示しましょう。
とです。保護者の方にも
一緒にお祭り気分を味わ
ってもらいたいという思
いから、「岩切たんぽぽ花
火大会」と名付けて、各ク
ラスで作った花火を二階
の踊り場に飾りつけ、打
ち上げの音をスピーカー
で鳴らす効果音は、まさ
に花火大会の臨場感たっ
ぷりとなりました。保護
者の方たちも大変喜んで
くれました。また、給食

室の協力もあり、二日間
夏まつりメニューを提供
することができました。
おやつには、ポップコー
ンやチョコバナナ、かき
氷も食べることができま
した。
年長クラスがオープニ
ングで取り組んだ竹太鼓
の竹を、保護者の方のご
厚意でもらうことができ

たり、お神輿の材料を保
護者の職場から頂いた
り、おさがり浴衣を寄付
していただいたりと、保
護者関係の温かさを感じ

ました。今後も制限があ
る中での行事作りにはな
りますが、何を大事にし

て、どうしたらできるの
かを職員全体で考え、こ
どもたちが笑顔になれる
ことを願いたいと思いま
す。

﹁原爆と人間展﹂
被爆者の証言を
絵で伝えたい

７月 日、宮城県原爆 とのことでした。基町高
被害者の会 は
( ぎ の 会 ) 校には、美術を専門に学
の主催による、「原爆と人 ぶコースがあり、広島平
間展」プレイベントが仙 和記念資料館が
台市福祉プラザにおいて 主催しているプ
開催されました。
ロジェクトに参
記念講演は、「原爆の絵 加しています。
を描くことの意義」と題
高校生が被爆
して、広島市立基町高校
で「原爆の絵」の担当教
諭を務めた、橋本一貫氏
からお話がありました。
２００７年から 年間で
１９０点となる「原爆の

者から話を聞い
て、つらい場面
を絵に描くこと
がトラウマにな
らないかと危惧
されたとのこと
でした。生徒達
にどうプラスに
なるか、高校生
自身が工夫した

絵」は、広島平和記念資
料館からの依頼で、被爆
者の方の証言活動で、言
葉では伝わりにくいこと

りすることで、力や自信
がついていくのではと、
取り組みの過程で学んで
いくことが重要だと考え

たと話されました。
戦後 年を迎え、被爆
者も高齢になり、証言活
動が難しくなってきてい
ます。コロナ禍で難しさ

あすかさんとの対談が、
基町高校美術科の福本弥
生先生の進行で行われま
した。お二人は、昨年の
８月の原爆の絵画展で出
会い、木村さんの体験を
聞き描くことになったと
のことでした。川崎さん
は木村さんの絵が描けて
残せてよかった、しっか
り見ていただけたらと思
うと話されました。

沙子さんと、木村さんの
証言をもとに「原爆の絵」
を描いた基町高校の川崎

も抱えています。生徒達
は当時の資料を探し出し
てきたりして、積極的に
関り、学んだことを活か
しており、証言者にとっ
ても良いことだと思うと
話されました。
続いて被爆者の木村緋

76

一人ひとりが政治に関心を持ち︑
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主権者として選挙に参加しよう
今 年 は、 仙 台 市 長 選
挙（７・ 告示、８・１
投票）から、衆議院選挙
（ ・ 任期満了）、宮城
県知事選挙（ ・ 任期
満了）と県内での選挙が
続きます。希望のもてる
社会への一歩を進めるチ
ャンスです。
18

１年以上続くコロナ禍
のもとで、いのちと暮ら
しの問題が政治と大きく
関わっていることを実感
させられました。歴代政

21

であるかを気づかされま
した。これまでの政府の

７月８日、９日に夏祭
りを行いました。
去年から引き続きコロ
ナ禍の行事で
はあります
が、去年と大
きく違うこと
があります。
そ れ は、『 や
れることを見
つけて楽しも
う』という職
員の考え方で
す。去年はコ
ロナのことを

講演する橋本一貫氏

佳
由
林
小
岩切たんぽぽ保育園

制民主主
義です。

り、証言者に寄
り添い質問した

23

も絵にすることで伝わる
のでは、とはじめられた

14

子どもたちと
やれることを見つけて楽しんだ
よく理解でき
ず、わからな

浴衣でヨーヨーつり

コロナ禍のもとでの夏まつり
その代表
の選出方

算を審議し決定すること
は困難で
す。その
ため、国
会や地方
議会に代
表の議員
を送り、
議会で法
律や予算
などを決
めていま
す。議会
街頭で選挙に行こうと呼びかける
「いのち、緑、平和を守るみんなの会」の人たち
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普段あまり相
撲は観ません
が、全勝対決と
いうこともあり
夏場所の千秋楽
をテレビで観戦しまし
た。立ち合いでのかけ
ひきで「おやっ？間合
いをなかなか合わせな
いなと」と気になりま
した。あまり気にして
いませんでしたが相撲
の立ち合いは、制限時
間いっぱいになった時
は別ですが、取組みで
は両力士の「阿吽の呼
吸」で立ち合いが行わ
れています。ただ、勝

負ごとですから、今回
のようなかけひきも当
然あるのかなと思いま

す。江戸時代初期には
行司によって立つタイ
ミングが仕切られてい
たようです。▼日頃の
仕事の中でも「阿吽の

呼吸」を感じられる場
面は稀に経験します。
自分とパートナーで相

手側と話す際に、自分
の持っている情報とパ
ートナーが持っている
情報の共通の部分はど
ちらが話してもよいわ

けですが、以心伝心と
言うと言い過ぎかもし
れませんが、どちらか

だけが話しているわけ
でなく相手も含め３人
で会話をスムーズに運
べた時は心地よい感じ
になります。▼その場
の空気感が「阿吽の呼

吸」を作ると考える
と、今Ｗｅｂでの会議
等が定着しつつありま
すが、Ｗｅｂで行うべ
きか、対面で行うべき
ものか判断するのはと
ても大事な気がしてい
ます。

７月 日に第 回全日
本民医連被ばく問題交流
集会がリモート形式で行
われました。
原爆被爆者をはじめビ
キニ環礁水爆実験等の被
害者、福島原発事故の被
害者 原
･ 発関連労働者の
いのちと健康を守る取り
組みをすすめるための交
流集会でした。
記念講演は、日本平和
新聞編集長の布施祐仁氏
の「核兵器禁止条約発効
の意義と日本政府の参加
を 求 め る と り く み 」。 今
17

17

宮城野の里
菊池 章郎

年１月に核兵器禁止条約
が発効しましたが、これ
は非核保有国が勝ち取っ
たものであり、現在批准
は か国に広がっていま
す。世界に今なお１万４
０００発の核兵器が存在
し、事故や誤算によって
核爆発が起こることもあ
り、万が一米中戦争が起
きれば戦場となるのは日
本であると、世界や日本
の情勢を踏まえて核廃絶
のための道筋をわかりや
すく話されました。
続いて①福島のいま、
②黒い雨訴訟のとりく
み、③ビキニ労災裁判の
とりくみ、の報告があり、
それぞれの現状と課題を
に参加しました。そこで
は「被爆者援護法におけ
る各種手当の概要」と「高
齢被爆者の在宅支援や施
設相談などの現状」の報
告を受け交流しました。
被 爆 者（「 被 爆 者 健 康 手
帳」所持者）は２０２１
年３月時点で 万７７５
５人、平均年齢は ・９
歳と高齢化しています。
宮城県在住の被爆者は

宮城民医連・東日本大
震災 年企画が、９月
日に県連理事会と県連復
興支援会議の共催により
オンラインで開催されま
す。
東日本大震災から 年
が過ぎましたが、被災者
の生活や生業は復興途上
です。被災者の生の声を
視聴し、生活実態や思い
を知り、解決すべき課題
は何か、今後の県連とし
ての取り組みを考えてい
く機会にしようと企画さ
れました。
職員のみなさん、共同
組織のみなさん、県連奨
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※未発表でオリジナルのイラストに限ります。
※手描き・デジタル作成どちらも可
（できればデジタル作成歓迎）です。
※お子さん考案・作成のキャラクターもOK！
※詳しくは、サイボウズ掲示板の応募チラシをご覧ください。

えていただきました。①
氏名②入職年③前職場④
担当⑤出身地⑥居住地⑦
趣味・特技⑧県連職員に
一言

県連看護学生室では、ホームページやLINE・Instagramの
アカウント使用する
「イメージキャラクター」
を募集しています。

学生のみなさんに参加の
呼びかけをしておりま
す。お問い合わせは県連
事務局まで。

まずは、ご連絡ください。お待ちしてま〜す！

①矢口まり子②２０１
１年③坂総合病院総務④
機関紙・共同組織⑤山形
県⑥仙台市⑦猫グッズ集
め・映画鑑賞⑧お世話に
なります、よろしくお願
いいたします。

5,000円のクオカードをプレゼントします！
！

県連職員紹介

めでたく採用された方には、

やぐちまりこ

応募資格：宮城民医連職員
応募〆切：2021年8月31日
（期日に間に合わない場合はとりあえずエントリーを）
応募・連絡先：
坂総合クリニック5F 看護学生室・
内線2271（看護学生室）・4197（吉田）・4211（奈良）
kangogakusei@ miyagi-min.com（看護学生室のe-mail）
nara-215@zmkk.org（県連・奈良）

県連に矢口まり子さん
が、着任しましたので紹
介します。次の質問に答

募集中！
日当日消印有効。発表

月１日号。７月１日号答え「ハザードマップ」
・応募総数７件。当選者＝三川孝子／下馬みどり保育園、

芳賀明子／南光台地域包括支援センタ－、北村明子／宮城厚生福祉会、檀原渉／事業協同組合、上田克幸／県連事務局、（敬称省略）

県連職員。締切９月

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」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

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。正解者に抽選で５人に図書カードを進

を
オリジナルキャラクター

宮城民医連
震災10年目企画
10

いる方が増え、様々な支
援が必要となってきてい
ます。医療系の一部負担
はありませんが、福祉系
の介護サービスの利用者
一部負担は県によって異
なり、宮城県は残念なが
ら立て替え払いです。ま
た、介護手当や葬祭料等
の制度もあるものの、関
係者に周知されていると
は言えない状況にあるよ
うです。
今回は、様々な被ばく
問題を深める有意義な機
会になりました。現在行
っている「日本政府に核
兵器禁止条約の署名・批
准を求める署名」や「原
発ゼロ基本法を実現しま
しょう」署名、各地・各

めさせたい意思があれば ではないかと思っていま
投票用紙に「×」を、な す（例えば、夫婦別姓の
ければ何も記載しないと 問 題 等 ）。 秋 ま で に は、
しています。
衆議院選挙が行われ、そ
そもそも、選挙の際、 の際に最高裁判所裁判官
最高裁裁判官の国民審査 国民審査もあります。国
について、真剣に考えて 民審査の対象となる裁判
投票する人はほとんどい 官が、自分が気になった
ないと思います。裁判官 判決の中でどんな意見を
が何をしているかなんて 言っているのかを少し読
考えたこともないし、自 んでから投票に行こうと
分にとってはあまり関係 思っています。
のないことと思っている
制度を生かすも殺すも
人 が 大 多 数 だ と 思 い ま 国民次第だと思います。
す。私もこれまでは、「×」 今年行われる選挙では、
を書くのが面倒なので、 何党に投票する、どの候
何も書かずに投票してい 補者に投票する、だけで
ました。でも、それでい は な く、 ど の 裁 判 官 の
いのでしょうか？
「×」をつける（又は「×」
最近、新聞を読んでい を付けない）ということ
て、最高裁判所の判決が も考えながら投票してみ
私たちの暮らしや生き方 てはいかがでしょうか。
に密接に関係しているの

じました。

人です。
事業所で取り組んでいる
坂総合病院では被爆者 「 原 爆 展 」 な ど に 多 く の
方が参加され、身近なと
ころから様々な活動を広
げていければと改めて感
外来を月１回行ってお
り、私も携わっています
が、通院者が徐々に減少

96

し、足腰に障害が起きて

83

周知させて運動を粘り強
くすすめていく重要性を
感じました。
テーマ別セッションは
①原発事故避難者健診活
動交流、②被爆者医療活

12

動交流が行われ、私は②

55

し、その後も同様とする」
と同条第三項「前項の場
合において、投票者の多
数が裁判官の罷免を可と
するときは、その裁判官
は、罷免される」です。
最高裁判所裁判官の国
民審査についての条文で
すが、学生時代にこの条
文 を 初 め て 読 み、「 最 高
裁判所の裁判官は、国民
の気まぐれでクビになる
かもしれないんだ。怖い
制度だなぁ」と思いまし
た。ただ、政府もそんな
ことがあっては困るの
で、「 最 高 裁 判 所 裁 判 官
の国民審査は、既に任命
されている最高裁判所の
裁判官が、その職責にふ
さわしい者かどうかを国
民が審査する解職の制度
で あ り 」、 投 票 方 法 も 辞

リモートで参加

知佳子
佐藤
職員健康サポート室
宮城厚生協会
私の好きな憲法は、第
九十七条です。法学部の
学生時代に法律を勉強し
ていた中で、最も心に響
いた条文です。ただ、こ
れまで多くの方々が、第
九十七条について書かれ
ているので、今回は、私
が最も気になっている条
文を取り上げたいと思い
ます。
取り上げる条文は、第
七十九条第二項「最高裁
判所の裁判官の任命は、
その任命後初めて行はれ
る衆議院議員総選挙の際
国民の審査に付し、その
後十年を経過した後初め
て行はれる衆議院議員総
選挙の際更に審査に付

看護学生室で

10

いのちと健康を守る取り組みを交流
私の好きな憲法は何条？

オンラインで開催
17

全日本民医連被ばく問題交流集会
131
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