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「3000万人署名」
安倍9条改憲NO!
「3000万人統一署名」
を、
職員、共同組織で集めまし
ょう！９条は世界の宝です。
県連：田中まで送って下さい。

それぞれの町の朝に

紫色の空に変わり

眺める朝の景色や

オレンジ色の夜明けを迎える

満天の星空が

窓を開けて

風のにおいが違っていても

変わらない人びとの営み

新しい街で暮らすことに慣れても

ひ と

いつも待っていてくれる家族がいる

故郷を離れ
故郷には

額に汗して

一人ひとりが大切な家族そのもの

私たちが接する患者さんや利用者さんは

長い間

働いた人びとを大切にしない社会

子どもたちや若者が社会へ出ようとする時

探す運動は

夢や希望が萎んでしまう今の社会

明日への道しるべを

それぞれの町で

未来の生き方を決めること

同じ思いの人たちが

神馬

悟 （宮城民医連事務局）

今日も新しい朝を迎える

写真と文

２０１８年９
月、仙台で全日
本看護介護活動
研究交流集会
（ 以 下、 全 日 本
看介研）が行わ
れます。宮城でも看護
部会を中心に各法人の
協力を得て現地実行委
員会を立ち上げ活動開
始。仙台での開催は１
９９６年に行われ、今
回で２回目。▼今回の
メインテーマは「守り
抜こう憲法 つなげよ
う民医連のめざす看護・
介護 ～すべてのいの
ちが輝くために～」に

決定。▼看護部会では、
民医連のめざす看護に
ついて深めるために研

修会を行いました。事
例 を 患 者 観・ 人 間 観・
医療観・民主性の視点
と、看護の３つの視点
（患者の立場に立ち、患

者の要求から出発し、
患者と共にたたかう）
・
４ つ の 優 点（ 総 合 性・

継続性、無差別性、民
主性、人権を守る）か
ら考察。いのち、日本
国憲法、民医連綱領か
らさらに考えて、看護

を継承・発展させてい
くための事例を導きだ
します。グループワー

クで、私たちの看護実
践を振り返る視点を整
理できたかと思います。
▼国の社会保障費抑制
政策により、医療や介
護を取りまく環境は大

変厳しく、理想と現実
のギャップにジレンマ
を感じ、看護の喜びを
実感しにくい現実もあ
ります。全日本看介研
で原点に立ち返って看
護を見つめなおす機会
にしたいです。
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して闘い、患者さんや利
用者さんの健康と人権を
守ろうと奮闘してきまし
た。また、経営環境が一
層厳しくなるなかで、各
法人とも経営改善に努力
し財務状況を改善させた
１年でした。
昨年は当初大きな選挙
のない年とされていまし
たが、安倍政権による党
利党略的な衆議院の解散
総選挙がありました。希
望の党による野党共闘分
断と小選挙区制という選
新年を迎えました。
今年はどんな年になる
でしょうか？
様々な事業所の皆さん
に、今年の抱負を書いて
いただきました。
◇
◇
◇
坂総合病院 検査室
臨床検査技師
新井 瑞輝

宮城民医連

会長

宮

沼

挙制度に助けられ、自公
政権はまたしても３分の
２を超える虚構の多数を
手にしました。数の力を
背景に安倍政権は今年中
にも憲法改正の発議と国
民投票を狙っており、今
後改憲に向けた動きが急

弘

明

り組みが求められます。
学習を重視して広汎な
人 々 と 連 携 し、「 安 倍 ９
条改憲ＮＯ」３０００万
署名の目標達成に向けて
県連あげて力を合わせま
しょう。
社会保障の問題では、

ピッチで進む可能性があ 今年は６年に１回の医療
り ま す。「 ９ 条 改 憲 を 許 介護同時改定の年です。
すのか、平和憲法を守る ２０２５年を見据えて、
の か 」、 私 た ち は 重 大 な 「 抜 本 的 な 改 悪 」 が な さ
局面で新年を迎えること れる危険があります。私
たちは、社会保障の充実
を求め、貧困と健康格差
になりました。今年は、
昨年以上に憲法を守る取

松島医療生活協同
組合・訪問看護ステ
ーションまつしま
理学療法士
渡辺 美紀子

を助長する政治と真正面
から闘っていきましょう。
全日本民医連は、深刻
さを増す貧困と健康格差
の問題に立ち向かうため
に、２つの柱の活動を提
起しています。全日本民
医連の提起を受け、県連
でも２月３日に医療活動
部主催で「２つの柱の活
動」学習講演会が企画さ
れています。今、健康が
社会的な要因によって規
定される（ＳＤＨ）こと
は、医学部のカリキュラ
ムでも位置づけられるよ
う に な っ て い ま す。「 生
活と労働の中で疾病をと
らえる」としてきた民医
連の先進性をまさに発揮
すべき時です。あらため
て、地域に根差した活動
を重視し、健康の脅威と
しまいがちです。
まわりの人の変化に気
付き、余裕のある対応が
出来る人はすばらしいと
思います。そんな人に私
はなりたいです。

成美

みやぎ保健企画
つばさ薬局船岡店
薬剤師
阿部

なっている社会的な問題
に対する取り組みを強め
ていきましょう。そして、
共同組織の方とともに健
康増進活動にも本格的に
取り組む年にしていきま
しょう。ＨＰＨへの参入
も視野に入れて、従来の
活動の枠にとらわれない
豊かな「共同の営み」を
作り上げましょう。
県連理事会としても、
様々な機会を通じて「格
差 と 貧 困 」「 Ｓ Ｄ Ｈ と Ｈ
ＰＨ」などの課題を深め
る企画を準備していきた
いと考えています。
今年は、全日本民医連
総会と県連総会の年でも
あります。
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。
の船岡店と総合病院隣接
の多賀城店との大きな違
いであると感じます。
これは県南地域の班会
において更に顕著であ

り、参加者は来局利用者
だけではありませんが、
薬局代表での参加を忘れ

てしまうほど談笑してし
まいました。今後も参加
させていただきたいと思
うと同時に、薬局におい
ても薬の話だけでなく日
常での悩みなどをより相
談できる雰囲気を作れる
ようしていきます。
また、仙台開催の勉強
会が多く距離的に参加す
ることが難しくなってし

智恵

まったため、薬剤師とし
て知識を増やし続けてい
けるよう時間を作り、積
極的に勉学の場を確保し
ていきます。

乳銀杏保育園
保育士
遠藤

昨年は仕事復帰２年目
で、仕事と家庭の両立の
ペースを徐々につかめた
１年でした。保育園に入
園した頃を思い出すと、

いきたいと思っています。

宮城民医連
医学生委員会
橋本 さゆり

していた娘を抱きしめて
は胸が苦しくなることが
たくさんありました。そ
れでも、少しずつ慣れて
笑顔が増えていく娘の姿

新年あけましておめで
とうございます。昨年は
私にとって初めての異動
がありました。今、医学
生担当の一員として学
び、先輩方や医学生と共
に日々過ごせていること
を嬉しく思います。しば
らくは、業務内容を覚え
るのに精一杯かと思いま
す。何事にも積極的に取
り組み、一つ一つ確実に
身に付け、少しでも早く
戦力になれるよう頑張っ
ていきたいと思いますの
で、ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い致します。

なかなか慣れずに大泣き

を見て、心の底から安心
したことを今でも忘れら
れません。
保護者の立場になり、
育児は喜びも楽しさもた
くさんあるけれど、我が
子を思う気持ちがあるか
らこそ小さなことでも悩
むことを実感している
日々です。
一人ひとりの子どもの
気持ち、保護者の気持ち
に寄り添いながら、どの
子も伸びやかに育ち、安
心して子育て出来るよう
な社会を願い、保育者と
して、母として成長して

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

日

資格＝臨時・パート含む

県連職員。締切１月
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当日消印有効。発表２月
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かぜ。（敬称省略）

／ケアステーションしお

／坂総合病院。工藤純一

／古川民主病院。湊夏美

／長町病院。佐々木歩未

／坂総合病院。中里朋子

８件。当選者＝手塚早紀

「ふゆじたく」
・応募総数

11

調 べ て み る と、 心
｢の
中で抱く決意 、｣ 責｢任を
負って抱く目標 ｣とあり
ました。
責任を負うといわれる
と、気軽に「痩せる！」
とか言えないなと思い、
普段から心がけているこ
とにしようと思いました。
それは「当たり前のこ
とを当たり前にやる」で
す。
特に、感謝の言葉は自
分が言われて嬉しいの

今年の抱負は患者さん
や地域住民の皆様との心
理的距離を更に縮めてい
きたいと思います。
１年目大型店舗の多賀
城店勤務、２年目船岡店
へ異動となり、患者さん
と医師、患者さんと私た
ちとの心理的な近さが地
域密着型クリニック隣接

15

で、ちゃんと伝えていき
ます。

すが職員の体調不良や精

今年の抱負は「気付け
る人になる」です。
私の職場の皆さんは、
利用者さんはもちろんで
皆さんはどんな抱負を
掲げますか？

神面の変化に気付きやす
いです。具合が悪そうだ
なと思うと「早めに帰っ
ていいよ」など声を掛け
てくれます。その点私は、
髪を切ったなどの変化に
も気付きにくく、休むと
仕事が忙しくなるなぁと

遠藤智恵さん

橋本さゆりさん

15

瑞巌寺まで散歩

自分の事ばかりを考えて

新井瑞輝さん

最後まで読んでいただ
新年あけましておめで
きありがとうございまし
とうございます。
この度、「今年の抱負」 た。
や る 気！ 元 気！ み ず
を掲載させていただくと
いうことで、そういえば き！
今年の抱負ってよく聞く
けど目標と違うのかなと
思い、まず意味から調べ
てみました。

阿部成美さん

民医連の先進性を発揮しよう

宮沼弘明会長

県連職員のみなさん、
新年おめでとうございま
す。
昨年私たちは、一昨年
に確定した６次長計の本
格実践を目指して、様々
な活動に旺盛に取り組ん
できました。強まる政府
の社会保障削減政策に抗

２０１８
「今年の抱負」

