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の広大さで
す。実際に目
で見て衝撃を
受けると同時
に、基地問題
の大きさに改
めて気付かさ
れました。そ
して、基地建
設反対運動を
するために
時間座り込み
を続ける人々と接し、平
和を願う切実な姿を見
て、大きな感銘を受けま
した。

平和な沖縄を
取り戻す

ょうか。その教訓は、薄
れて来てはいないでしょ
うか。沖縄の人々が基地

建設に反対する背景に、
私は、二度と戦争をしな
い、させないという色褪
せない教訓を見ました。
日米安保が大きな転換点
を迎えている今こそ、平
和でたたかいのない沖縄
を、日本を、取り戻す。
そのための議論を、私達
はするべきではないので
しょうか。

の民医連関係者が集まり
ました。子育てが終了し
メタボな体型に運動会の
ようなハードな動きは耐
えられないと自覚する私
は、迷うことなく集会へ
の参加を決めました。

安倍政権の退陣を
求める多くの声

菅原文子氏

正念場、立場の違いをこ
えた力の結集ができるか
どうかがカギ」と訴え、
沖縄平和委員会事務局長
の大久保康裕氏は、憲法
や国際法にも違反して進
められている辺野古基地
の建設を許さない沖縄県
民のたたかいの意義と現
状を報告しました。
各分野からのリレート
ークでは、教育、農業、
消費税、医療、雇用、原
発など、安倍政権が進め
る暴走の政治が、国民生
活の全般におよんでいる
ことが報告されました。
決められた発言時間に収
まりきらないほど切実な
それぞれの問題は、安倍
政権の退陣を求める国民
的な運動に合流してこそ
解決の展望が切り開かれ
るものとの思いが強まり

リレートーク・宮城民医連
平賀秀法事務局次長

ました。
集会後のデモ行進では
一番町の街ゆく人々へ大
いにアピールできたと思
います。安倍政権の暴走
をストップさせるまで、
これからもいつでも何度
でも声をあげていかなけ
ればと思います。メタボ
解消にも役立つ集会のは
ずでしたが、終了後のラ
ーメンでそこだけは帳消
しとなってしまいまし
た。

アピール採択読み上げる
宮城民医連武井あおい理事

元気に行進

キャンプシュワブゲート前

戦後七十年、日本は
戦争から何を学んだでし

苫米地サトロさんの歌
や青年９条の会の寸劇な
どのオープニングのあ
と、主催者代表の後藤東
陽氏や仙台弁護士会副会
長、北見淑之氏の連帯の
あいさつでは、「憲法を
かえて戦争する国づくり
をすすめる安倍内閣の暴
走を県民の力を結集して
食い止めよう」との訴え
がありました。ゲストト
ークでは故菅原文太夫人
の文子氏が、「来年の参
議院選までのあと一年が

１８００人の集会
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キャンプシュワブゲート前抗議行動

沖縄にどんな印象を
お持ちですか？青い海、
白い砂浜、ゆったりとし
た南国の空気…観光地と
しての印象が強いと思い
ますが、今回私が見て来
た沖縄は、それとはかけ
離れたものでした。第二
次世界大戦時に日本で唯
一地上戦が展開された場
所であり、戦後米国の統
治下におかれた場所であ
り、米軍基地問題を抱え
る場所…人々のたたかい
の歴史が刻まれ、今なお
たたかいが続いている場

キャンプシュワブ前座り込み場所

所です。
今回私が参加した辺

題の現状を知るための行
程を経ました。現地の
人々がまもりたい海とや
んばるがある沖縄は、ニ
ュースで見聞きする沖縄
とは全く違いました。中
でも驚いたのは、嘉手納
基地と住宅地の近さと、
辺野古の基地建設予定地

晴天にめぐまれた仙台
錦町公園で、みやぎ憲法
９条の会などの実行委員
会が主催した県民集会に
は、全県から約１８００
名もの参加者が集まりま
した。
当日はあいにく共済会
の大運動会と日程が重な
り、参加者の組織が危ぶ
まれましたが、両方とも
成功させるとの事務局の
意気込みと取り組みで、
民医連の旗の周りには

名近い職員や退職者など
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野古支援・連帯行動で
は、沖縄のたたかいの歴
史を知り、そして基地問

海上でのにらみ合い

昨年は 年の
時を経て得た出
会いがあった。
きっかけは「平
和の旅へ」のミ
ニコンサートを
企画したことだ。▼こ
の作品は長崎の原爆被
爆者 渡辺千恵子さん
の半生を描いた合唱朗
読構成詩。この曲は私
が初めて原水禁世界大
会に参加した時に初演
された記念の作品だ。
その曲を 年歌い継
いでいる合唱団の団
長 さ ん。 三 菱 造 船 を
定年退職し、今は長崎
市の平和活動協議会音
楽部門の事務局長をし
ている。▼現役の時は
３０００人の三菱職員
の中でたった９人の第
一組合として活動した
そうだ。彼は人の痛み
を知る泣き虫。温和で
柔軟な語り口だが粘り
強い。その統率力で団
員１２０人を組織し
て、九州だけでなく近
畿関東まで広がり年間
回以上の演奏をこな
す。 ▼ 時 々 の 電 話 で
は、冗談ばかりの世間
話の中にも「仲間を信
じ て、 み ん な で や ら
に ゃ い け ん よ 」「 ア イ
ディアは早めに投げか
けて、みんなの意見を
少しずつまとめて形に
していくとよか」な
どのアドバイスもあ
り、ハッとするものが
ある。▼長く苦しい労
働組合の闘いの中、仲
間との信頼で鍛えられ
た経験の蓄積に触れる
と、私の心のモヤモヤ
もスーッと晴れる。い
い出会いに促され、私
も原点に戻って仲間と
一緒に歩みを進めた
い。
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平和行進が、５月８日
北海道、礼文島を出発し
て、６月宮城県に入りま
した。

戦と核廃絶」を訴えまし
た。夕方５時からは、仙
台錦町公園で集会。全体
で１６０名の参加。宮城
民医連や錦町診療所の職
員などが平和行進をしま
した。一番町では多くの
通行人がいて、若者が
「平和を訴えている」と
話していました。
６月 日は長町病院
の職員やつばさ薬局長
町店、共同組織が 名
の平和行進に合流しまし
た。車の中から「ご苦労
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平和行進、多賀城

錦町公園集会

さん」と声をかけられた
り、道路沿いの家のお子
さんから「がんばって
～」と手をふってもらい
ました。
◇
◇
◇
このように、地域で核
兵器廃絶を訴え、運動を
積み重ねてきたことが大
事です。
今年はNPT再検討会
議も行なわれ、核兵器が
非人道的であるとの認識
が共有されました。

平和行進、仙台錦町診療所の皆さん

被爆者の平均年齢は
歳。命あるうちに核兵器
廃絶をという被爆者の思
いにこたえ、なんとして
も今年を核兵器のない世
界への転換としなければ
なりません。
多くの職員、共同組

平和行進、長町
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平和行進、仙台

■各地からの報告

薫

参加した職員は沿道で、
手をふってくれる方も多
く、平和への思いや戦争
反対の意思を強く感じた
そうです。
６月 日、泉病院、
つばさ薬局泉店では全体
で 名の行進。途中雨で
したが、しっかり、戦争
法案反対、核兵器廃絶に
むけて訴えました。坂総
合病院や、つばさ薬局
多賀城店でも全体で約
１２０名の平和行進に参
加。２時間行進して「非
18

つばさ薬局古川店

織、地域の方々が一つに
なって８月に特別に広
島・長崎で行なわれる原
水爆禁止世界大会へむけ
て、がんばりましょう。
（記事：田中）

医療安全研修会と
は、患者家族の生の声を
傾聴する場面を思い浮か
べるため、正直腰を引き
たくなるテーマです。個
人のスキルアップに直結
しないと思いがちで、最
近はあまり積極的に参加
した記憶なし。今回、県
連主催で、２か月毎３回
の土曜日の研修会なら
ば、勤務調整で完全参加
可能と思い申し込みまし
た。（結果的に勤務調整
つかず、初回と３回目の
み参加）
研修会内容は、よく洗

練されていて、事前課題
や、患者家族のインタビ
ュー、熊さん乱入バス
ケ、懸賞付きゲーム方式
の研修講義など硬軟織り
込んだ内容の研修会で、
あっという間の研修時間
でした。（あまり内容が
濃すぎて、理解不十分と
ブランクで前回内容の記
憶薄れあり。…個人的な
能力不足かもしれない
が）その中での思いは、
時に、チーム医療には患
者自身やその家族も含ま
れます。チームスタッフ

は、誰でも、はじめは初
心者です。また
人は必ず間違え
を犯します。し
たがって、ツー

ルの使用や術前
打ち合わせ等の
研修を繰り返し

て大事にのぞみ
ます。その確認

の毎日を意識下に繰り返
し行い、日常の自動車運
転時の飛び出し危険予
測、細道減速運転等、無
意識下のごとく、安全確
認操作を行います。そん
な安全運転の心構えとの
重なりかつチーム熟成の

必要性を感じました。
フルコースの参加を
目指しましたが、勤務調

整がつかず、計２回の参
加になったことは、非常
に残念です。振り返りの
場を作るためにも、ぜひ
再研修を受けてみたいと
思います。

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・パート含む県連職員。
締切 月 日当日消印有
効。
発表８月 日号。
５月
日号答え①左端の子の
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ー ションな がまち。（敬称
省略）
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薬剤師 倉
 嶌

育て！ひまわり

グループ討論

左袖②手前、
右から 人目
の子の髪の長さ③左から
人目の子の左袖の色④
座布団の上の猫⑤手すり
の上の缶 ⑥ 右 側の窓のフ
レーム⑦隣の家の手すり
の高さ・応募総数 件。当
選者＝相澤雄人／坂総合
病院。
髙橋敏子／ケアステ
ーションいずみ。
熊谷孝子
／ケアステー ションな が
まち。
相原智哉／坂総合病
院。
鈴木登和子／ケアステ
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はやはり問題であると言 を 守 る こ と が で き て よ
わざるを得ません。頭で かったと思えるような世
利害関係を考えすぎるあ の中であってほしいと願
まり、人の命は何よりも います。
大事と想う心を失ってし
◇
◇
◇
まっているのではないで
写真は、つばさ薬局古
しょうか。
川店で種から大事に育て
ているヒマワリの様子で
戦争をしない国
す。平和を象徴するよう
日本を子どもたちに
な明るく大きな花が咲く
教えてほしい
のを心待ちにしていま
学校の先生方はこれか す。 患 者 さ ん に 販 売 し、
ら、子供たちにこの憲法 原水禁活動の財政に役立
をどのように教えるので てています。
し ょ う か。「 戦 争 を し な
い と 謳 っ て い た 憲 法 が、
今変えられようとしてい
ます。この素晴らしい憲
法を守っていきましょ
う。」 と 子 供 た ち に 教 え
てほしいです。そして将
来、その子供たちが、あ
のとき戦争をしない憲法

発言する山岸歯科医師

ク ス は 可 。正 解 者 に 抽 選
で５人に図書カードを進
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私の好きな憲法は何条？

平和行進、泉

人になった私ですが、そ
れでも痛烈に覚えていた
の は「 戦 争 を し な い 国、
日本」というところです。
過去の戦争を反省し、も
う二度と戦争はしません
と誓った、世界的にも稀
な、誇るべき憲法だとい
うことを、子供ながらに
素晴らしいことだと感じ
ましたし、日本に生まれ
て良かったと思ったこと
を記憶しています。
戦争はどのような大義
名分があろうとも、尊い
人命を奪う残忍な行為で
あり、許されるべきでは
ないということは、年齢
や立場に関係なく誰でも
わかるはずです。それを
許される行為に無理やり
変えて、私達の命を脅か
そうとしている今の政治

県連事務局に送って下さ
い 。メールは不可。ファッ
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平和行進、古川

憲法といえば、小学校
の 公 民 で 勉 強 し ま し た。
「基本的人権の尊重」「戦
争をしない」という内容
は記憶にあります。
大人になって、民医連
で働くようになり、憲法
についてあらためて知見
が広がりました。憲法は
国家権力を抑制し、国民
の自由と人権を守るよう
に定められたものだとい
うことを知りました。こ
の 憲 法 が あ る か ら こ そ、
自由で平和な生活を営む
ことができていることを
実感しました。
この大事な「立憲主義」
の考え方を理解せずに大

クイズ の解答は事業
所名、氏名、職種を記し
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６月 日、 日大崎市
古川では、古川民主病院
と、つばさ薬局古川店の
薬剤師と事務が約 ～
名の行進に参加。行進し
ながら、参加者の皆さん
と「戦時中に戻るような
政府には断固反対してい
こう！」と話しました。
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連載❹

