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第9回 全日本民医連

認知症懇話会 in岡山

（金）
13：00～18：00
日時▶ 2019年 9月27日
9月28日
（土） 9：00～12：30
会場▶ホテルグランヴィア岡山（JR岡山駅直結）
主催／全日本民医連認知症懇話会
in岡山実行委員会 TEL:086-214-3911
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鈴

木

彩

可

動するなかで、各職場の
皆様のご理解・ご協力を
いただき、多くの方の平
和への想いを感じまし
た。各々が持つ想いを広
めていけるよう、次に継
げていけるよう、誰かが
……ではなく、職員全体
で継続して取り組んでい
くことが大切だと思いま
す。
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ポスター発表する著者

お盆とは、亡
くなった方やご
先祖様の霊魂を
供養する期間の
ことです。▼お
盆の歴史は古く、日本
書紀によると、初めて
行われたのは飛鳥時代
だとされています。推
古天皇が初めてお盆の
法要を行い、その後聖
武天皇の時代に宮中で
お盆の行事を行うよう
になったと言われてい
ます。▼その後は、主
に武家や貴族などの上
層階級に広がりました
が、 江 戸 時 代 に 入 っ

て、一般庶民にも普及
しました。お盆を英語
で言うとそのまま「Ｏ

から７月 日までの期
間です。月遅れ盆は、
１月遅れのお盆で、８
月 日を中心に、８月
日から８月 日まで

汁物の「おくずかけ」
を食する風習がありま
す。お盆の行事は、先
祖を心から供養するこ
とで、今生きている者
にも幸を招くという、
とてもすばらしい風習
です。

中心としたお盆で、そ
の年によって日にちが
違います。▼有名なお
盆の行事は、京都五山
の送り火や灯篭流し、
盆踊りです。仙台では
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坂総合病院
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ｂｏｎ」となります。
▼お盆の期間は地域に
よっても異なります。
新 暦 の お 盆、 月 遅 れ
盆、そして旧暦のお盆

の３つに分かれます。
新暦のお盆とは７月
日を中心に、７月 日
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のちょうどお盆休みの
時期です。旧暦のお盆
は、旧暦の７月 日を
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員で組んだグループによ
る歌とギター、ピアノ演
奏などの出し物で会場は
大いに盛り上がりました。
会のなかで、世界大会
参加者より、世界大会に
向けて決意表明をしてい
ただきました。参加者そ
れぞれが平和への想いを
胸に、代表として参加し
てきます。
今回実行委員として活

ました。私は「当科にお
ける急患・その傾向と対
策」と題して演題発表を
行いました。発表後には
沢山の質問を受け、他事
業所でも共通の大きな問
題を抱えている事が認識
できました。
今回の集会に参加し
て、医科・歯科・介護連
携、社保活動の取り組み
等を学び、貴重な経験を
することができました。
今後の診療や地域活動等
に役立てていきたいと思
います。
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力いただきました。
今年の世界大会参加者
による司会のもと、会が
始まり、集まっていただ
いた皆様には、出し物や
ビュッフェで楽しんでい
ただきました。
毎年参加していただい
ている合唱団の皆様に
は、想いのこもった素敵
な歌声を届けていただき
ました。そのほか、マジ
ックショーや研修医と職

原水禁に参加する決意表明

交流を深める

分科会

全日本民医連歯科学術運動交流集会に
宮城から６名が参加

一般的にも広がりをみせ

ているようです。

演が行われ

ン・学習講

また、健康権とは「健 た。
康である権利」ではなく、
２日目は
ポスター
セッショ
習講演が行 「 到 達 可 能 な 最 高 水 準 の
われました。 健康を享受する権利」で
記念講演 あり、医師中心、患者中
では勤医協 心の医療から現在は「健

ション、学

な時代へ
〝人とのつ
ながりを生
み出す民医
連 医 療 〟』
をメイン
テーマに開
催され、記
念講演、分
科会、ポス
ターセッ

康権」中心のチーム医療
へと移行しているという
お話も興味深かったです。
その後の分科会の演題
発表では皆が熱心に聴き
入り、活発に質疑応答が
古川民主病院歯科 歯科衛生士 鎌田 ひろみ
行われていました。
会場での日程が終了す
７月 日から 日、第 か ら は 古 川 民 主 病 院 歯 芦別平和診療所所長の堀 ると、大通公園で「保険
回全日本民医連歯科・ 科、長町病院歯科、松島 毛清史医師より「健康権 でより良い歯科医療を」
学術運動交流集会が札幌 医療生協歯科から６名が を掲げＳＶＳに取り組む 求める請願署名活動が行
で行われ全国から２０８ 参加しました。
無差別・平等の地域包括 われ、皆で順番にプラス
名が参加しました。宮城
今回の学運交は『新た ケアの実践」と題してお ターを掲げ、アピール行
話をいただきました。
動をしました。
堀毛医師が提唱するＳ
場所を変えて行われた
ＶＳ（ソーシャル・バイ 夕食交流会では、他県の
タルサイン）とは「人間 事業所の方々とチームを
らしく生活している証」 組みクイズ
であり食生活、住居、ラ に 答 え る
イフライン、社会的基盤、 等、楽しい
人間関係等があげられ、 時間を共に
過ごすこと
ができまし
22

２０１９ 夕 涼 み 会

12

平和への想いを共有した
夕涼み会
院内原水禁実行委員会
では、若手職員が中心と
なり、原水爆禁止世界大
会への代表者派遣に向け
て活動してきました。
その取り組みのひとつ
として、７月 日に夕涼
み会が開催され、院内外
から約 名の方にお集ま
りいただきました。又、
夕涼み会に参加できない
方には持ち帰りセットを
販売し、財政活動にご協
50

成功させることができま

した。
来年は節目となる 回
目のおまつりです。どな
たでも参加できますの
で、他の事業所の皆さん
も、ぜひ来年は参加して
みませんか。お待ちして
おります。

た」、「小幡先生の考えも
しっかり伝えてくださっ
たお話で、とってもわか
り や す か っ た！」「 来 て
良かった！すごく勉強に

なったわ」と大好評でし
た。
午前の講話の後は、昼
食をはさんで午後の分科
会へ移りました。①映画

②みんなでうたお
う③健康チャレン
ジの３つの分科会
です。今年の映画
は「万引き家族」
で２００人以上の
方が参加。うたは
毎年 人くらいの
参加で、相変わら
ず人気でした。
そして健康チャ
レンジでは、正し
いラジオ体操と脳
トレでリフレッシュ。
人ほどの参加で、体を動
かし健康づくりに励みま
した。最後までみなさん

特に、各支部頑張って呼
びかけしてくださったお
かげで、過去最高の３０
０人を超える参加となっ

たのです。そして参加者
のみなさんに楽しんでも

らおうと理事、実行委員

日当日消印有効。発

む県連職員。締切９月

資格＝臨時・パート含

場合があります。応募

に掲載させていただく

て 下 さ い。
「声」の欄

いる事などを書き添え

す。余白に日頃考えて

カードを進呈いたしま

者に抽選で５人に図書

ファックスは可。正解

下さい。メールは不可。

し県連事務局に送って

所名、氏名、職種を記

クイズの解答は事業

トで地域のみなさんが集
まって、楽しい時間とつ
ながりが持てる活動をみ
んなで一緒に作っていき
たいと思います。

の活動の中で大切な時間
だと感じます。
今後もこうしたイベン

のみなさんがそれぞれ役
割を担って頑張ってくだ
さいました。日頃一緒に
活動することができない
職員も、こうしたイベン
トで、理事や組合員のみ
なさんと交流できます。
職員と組合員さんが一緒
に汗を流して準備にかか
るこの時間も、共同組織

300 人の元気な笑顔が溢れていました！

宮城野の里・田子のまちまつり』

り参加者が多かったので
皆には行き届かなく残念
そうに帰っていくお客様
も多かったです。
今年も地域のボランテ
ィアさんをはじめ、宮城
野高校の学生ボランティ
アさんたちなどにも支え
られ、無事におまつりを

える参加で会場は大賑わ
い。
全体会は、しばた協同
クリニック小幡篤院長の
講話「コレステロールは
下げた方が良いでしょう
か？」で３０５席の会場

40

は満席状態。みなさん真 元気に参加されていて本
剣に聞き入ってました。 当に良かったです。
「国内外のデータを元に、
この交流会は、実行委
丁寧な説明でためになっ 員会で毎年企画し、「楽し
く集って地域の輪をひろ
げよう！」をテーマに開
催しております。今年は

50

回

いにお客様が入り、自分
の番号と、ひとつひとつ
読み上げられる番号が合
っていないか皆さん確認
していました。一等の空
気清浄器や、施設長賞の
うまい鮨勘お食事券や缶
ビールセットなど豪華賞
品からマクドナルドの商
品券など多数の商品を用
意していましたが、やは

夏の日差しが眩しい７
月 日、槻木生涯学習セ
ンターにて、第 回組合
員交流会が行われまし
た。今年は３００人を超
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『第

教輔

おまつりの最後は大抽
選会です。会場となった
宮城野の里デイサービス

吉川

さんやご来場者でいっぱ
いになった会場は梅雨空
を吹き飛ばすほどの熱気
に包まれていて、大変盛
り上がっていました。
子どもコーナーでは、
ボールすくいや釣りゲー
ム、輪投げなどを催しま
した。こちらも近隣の子
どもたちや、利用者の方
や職員のお子様、お孫様
で大盛況でした。
屋台コーナーでは、フ
ランクフルト、ソフトク
リーム、焼きそばやカレ
ーライスに加え、今話題
センターのフロアいっぱ

介護職

利用者さんや来場者で盛り上がったお祭り

私の好きな憲法は何条？

実行委員長
雨も降る天気にも関わら
ず、多くの地域の方々や
ご家族の方が来て下さい
ました。
ステージでは、「たごっ
子」によるすずめ踊り、コ
ーラス「めだか」、「常盤木
学園ＯＧ」によ
るフラダンス、
「鈴木教室」の
民謡ショーを、
宮城野の里、田
子のまち、それ
ぞれの会場で行
いました（民謡
は宮城野の里の
のタピオカドリンクも販

盛り上がった大抽選会
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今年は例年になく梅雨
が長く続く中で、７月
日、 回目の宮城野の里・
田子のまちまつりが開催
されました。今回で田子
のまち合同としての開催
も４回目を迎え、時々霧
19

連載

智子
佐久間
事務
県南医療生協

売され、チケットも早め
に完売になっていました。
毎年大盛況のバザー
は、今年も 分以上前か
ら列をつくり、入場制限
を行うほど、このおまつ
りの目玉企画となってい
ます。衣類や日用品、食
器など未使用品が、一人
５品までとなっています
が、さながら有名デパー
トのバーゲン会場のよう
な熱気でした。

み）。利用者の皆
坂総合病院
裕幸

労働環境を悪化させた張
本人です。是非ググッて
調べて下さい。これだけ
我田引水を地で行ってい
るのもすごいこと。否、最
近の政権の常套と思えば
なんの疑問もないのです
が……。森友問題で白を
切り通し、こっそり日本
の水道を海外の民間に委
託できるようにしたり、
年金で株を買い支えた挙
句額を下げる・支給開始
年齢をあげる。老後２０
００万円必要という試算
も都合が悪いので認めま
せ～ん。果たして日本政
府は本当に日本人のため
の政府なのでしょうか？
戦時中に売国奴なる言
葉が横行しました。今の
政府にはこの言葉がピッ
タリだと思いますが如何
でしょう。
あなたの基本的人権は
護られていますか？

300人を超える参加で
大賑わいだった交流会
18

藤井

15

30

めには必要な根幹です。
しかし、食費を抑えるた
めにマーガリンやキャノ
ーラ油、食品添加物入り
の何がしかを甘んじて摂
る。砂糖は脳に必要なん
てＣＭもありましたが癌
の大好物らしいです。放
射能と同じで直ちに影響
はありませんが近い将来
健康に影響することはコ
ミットされます。
あきらめている人々も
います。悪いことは何も
していないけど働いても
いない人々。日本は人口
が目に見えて減り続けて
います。労働人口も減っ
ていて人手不足は明確で
す。企業は非正規雇用で
人件費を抑え、それでも
足りなければ外国人労働
者を使い捨てで雇い入れ
て凌いでいます。
竹中平蔵って御存知で
しょうか。小泉内閣にい
たことがある御仁です
が、まちがいなく日本の

月１日号。７月１

件。当選者

院。（敬称省略）

おかぜ。吉岡文／泉病

／ケアステーションし

杏保育園。佐藤みえ子

病院。三川孝子／乳銀

病院。中里朋子／長町

＝土村まどか／坂総合

応募総数

う（天気予報）」

日号答え「てんきよほ

表
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第18回 組合員交流集会
27

元気なこどもコーナー

事務

ん。健康も維持できませ
ん。しかしながら、年収２
００万前後で暮らしてい
る労働者の方がたくさん
いらっしゃいます。月収
換算すると 万～ 万と
いうところでしょうか。
税金や保険料・年金を引
かれると手取りは 万～
万あれば良い方でしょ
う。家賃や水道光熱費を
引いたら７万～９万ほど
でスマホ代を支払うと６
万～８万。食費を切り詰
めていったいどんな文化
的生活ができるでしょう
か。
社会保険に加入できれ
ばまだしもこれが国保で
あればさらに残りのお金
が減ります。厚生年金で
はなく国民年金であれば
さらに削られます。こん
な無理ゲーあるでしょう
か。スマホ持っていれば
文化的な生活なのでしょ
うか。
食は健康を維持するた
13

21
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日本国憲法前文に、第
条基本的人権というの
があります。『すべて国民
は、健康で文化的な最低
限度の生活を営む権利を
有する。国は、すべての
生活部面について、社会
福祉、社会保障及び公衆
衛生の向上及び増進に努
めなければならない。』簡
単に見えて奥が深い言葉
です。
その時代時代において
文化的な度合いを推し量
ることは難しいこと。そ
して最低限度の生活の定
義というのもその人々の
感覚に委ねられます。文
化的で最低限度の生活を
保障されることにより健
康が担保されるのではな
いでしょうか。
当然のことながら、お
金がないと文化的で最低
限度の生活はできませ
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