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公開講演会

女川原発 審査と「合格」の問題点

日時▶2020年1月18日
（土）
13時30分～16時
会場▶仙台市 宮城県民会館 ４階会議室401
講師▶岩井 孝 氏
主 催／原発問題住民運動宮城県連絡センター
連絡先／022-265-2601(宮城民医連)

渚で無邪気に遊ぶこどもたち

日没まで

神馬 悟（宮城民医連）

＊写真と文

年始に合わせ
て、高校の同級
生たちと懇親会
を続けて今年で
年になる。い
わゆる同窓会だ。なん
となく１年１回続いて
きたが、今回数えてみ
てびっくりした。▼全
員揃うこともあるが、
最近は半分も集まれれ
ばよいほうで、３人程
度のこともあった。仕
事も様々でなかなか予
定が合わないが、年始
に集まれば、「また１年
たったなあ」としみじ
み実感する。▼最近は、

からか、突っ込んだ話
になることは少ない。
▼ 代のころまでは政

いるような気もする。
仕事の話になると関心
が向けば話題が広がる
がたいていは、お互い
コアなことをしている

ほとんど当時の高校時
代の話題で盛り上が
る。毎年同じ話をして

30

り返していたが、ここ
年くらいは２次会な
どすると眠りだす奴も

治や哲学の話題などよ
く激論になったものだ
が、最近はほとんどそ
んなことにならない。
昔は３次会４次会と繰

30

する。多分、毎日の忙
しい日々を離れて安心
したいだけなのかもし
れない。つまり、「集ま
る」こと自体に意味が
あるということなのだ
ろう。さて今年は何人
集うのだろうか。

出てきた。お互い相応
に年を重ねてきた。▼
話に発展性が乏しく、
同じ話題を繰り返すこ
とが不毛かというと、
そんなことはない気が
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波乗りするサーファー

潮風に吹かれて

本を読む女性

渚にて

緩やかな時の流れの中で

“ 平和を守り続けること ” の意味を知る
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きな確信が広がりまし
た。今年２月には全日本

挙の可能性もあります。
憲法を守り社会保障を充
実させる政治を求めて奮
闘しましょう。
今年は全日本民医連が
綱領を改定して 年にな
り ま す。 新 綱 領 は、「 憲
法」と「人権」を根幹に
据え、民医連の歴史を踏
まえて、今の時代に通じ
る文章に改定したとされ
ています。昨年私たちは
綱領ブックレットを基に
旺盛に綱領学習に取り組
みました。綱領学習を通
じて自分たちの活動に大

謀罪が強行採決され、憲
法は蔑ろにされてきまし
た。消費税率は２度も引
き上げられましたが、増
税の口実にされた社会保
障は改悪続きで、経済的
格差と貧困層の増大が深
刻な社会問題になってい
ます。一方で森友・加計
問題、最近では「桜をみ
る会」に象徴されるよう
に、安倍首相の「お友達」
が優遇される不公平な政
治が横行しています。少
数の大企業や富裕層の利
益のために大多数の国民
に犠牲を強いる安倍政権
は、一刻も早く打倒が必
回総会が予定

要です。今年は衆議院選

に関心がある。文楽だけ
でなく、歌舞伎や能にも
興味が出てきた。学びを

されています。総会では
「２年間の活動の総括と
方針」とともに新綱領
年の振り返りも行われる
予定です。全日本民医連
に結集し旺盛な議論を行
いましょう。
県連としては、今年６
月には県連総会が開催さ
れます。今年は６次長期
計画最終年にあたりま
す。６次長期計画の到達
点を確認し、残り課題を
今後１年で達成する気概
をもって頑張りましょう。
今年は２年に１回の診
療報酬改定の年でもあり
ます。マイナス改定が想
定されており、経営的な
困難は今後も続くと予測
されます。全職員で知恵
を出し合い団結して展望
を切り開いていきましょ
う。
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。
深めていく事、読書も継
続する中で学ぶことを楽
しんでいきたい。

な い よ。」 と、 い つ も 優
しいお言葉をかけて頂き
ます。そんな入居者様の
言葉にいつもほっとして
いますが、今年こそは改
善したいと考え、断捨離
を目標にしたいと思って
います。不要なものを見

私が新入職員として民
医 連 の 一 員 と な り、 約
９ヶ月が過ぎました。昨
年は仕事内容を覚えるこ
とに加え、新社会人とし

直し、より快適な生活や
仕事に繋げていきたいで
す。そして、私がほっと
することがあるように、
入居者様にも安心して頂

くことができるよう、こ
れからも日々関わらせて
頂きたいと思います。

ても学ぶことが多い年と
なりました。慣れない環
境で仕事や私生活を通
し、 学 ぶ こ と も 多 い 反
面、余裕がなかったこと
も多くあったように感じ

ます。その中で私が抱く
今年の抱負は『考えて５
秒で行動に移せるように
なる』です。余裕がない
時は目の前のことに精一
杯で、周囲が見えない不
安からなかなか行動に移
すことができず、後悔す
る事がありました。積極
的さを持って取り組むこ
とでより多くのことを身
に付けることができ、不
安も少なくなると思いま

す。これからも患者さん
に寄り添い、お力になれ

るように励んでいきたい
と思います。

年齢を重ねることにぼ
ーとしていましたが、自
分ももうこの年に…
「年女」「厄年」、普段か
らこのような事にはとっ
ても疎いもので、意味も
分からない。
去年の 月ころ同級会
の案内が来た。前半に厄

年、チャレンジャーの年
か？ ジャンボ宝くじ大
当たりするかも ラッキ
ーな年になるのではとも
思う。
人生１００年と言われ

る時代になり、人生半ば
もかなり過ぎたので、余
生をしっかり考える年と
して、初売りで終活ノー

大樹

新年のあいさつ

化し、自公を中心とした
改憲勢力を全体の２／３
未満に追い込む結果とな
りました。９条改憲の危
機はやや遠ざかったかに
みえましたが、安倍首相
の改憲に対する執念は衰
えておらず、今年はいよ
いよ改憲を許すかどうか
の正念場と言われていま
す。
民主党政権への落胆と
東日本大震災後のどさく
さに紛れて誕生した第２
次安倍政権ですが、昨年
末に丸７年を迎えまし
た。 安 倍 政 権 の ７ 年 間
で、違憲の疑いが強い秘
密保護法や安保法制・共
れ気がついた。生来、そ
ういう事には無頓着であ
り、気分は今も 代の女

を聞かせて頂きますが、
私自身のことを聞いて頂
く機会もあります。入居
者様から「天気が悪くて
お洗濯大変でしょ。小さ
い子がいるとお掃除して
も片付かないしね。」と、
声を掛けて頂いた際は、
家事や子どもとの出来事
をお話しすることがあり

払いをおこなうので祈禱
料５０００円、その後同

級会らしく会費１５００
０円とあり。その時思っ

た。私も年女？？○○才
か…今年は特に何事にも

慎重に気をつけて過ごさ
なければならないのか。
それとも大仕事行う良い

柳生もりの子保育園

八嶋

今回はクイズはお休み
します。 月 日号答え
①左端の人のまぶた②左
から２番目の人のヘアピ
ン③中央・重なった皿の
数④右側の皿の肉の数⑤
右から３番目の人の上着
の襟⑥右手前の人の右袖
⑦右手前の人の口・応募
総数 件。
当選者＝宮澤陽子・坂病
院／佐藤朋子・坂病院／

トを買うことにした。日

記も書いたことない自分
であるが、書き記してみ
る。今後どう生きるかは
世が平和であってのこ
と。祈祷には「どうか老
後安心して過ごせる世の
中に」と強く手を合わせ
よう。

と、また新しい趣味が増
えたなと感じました。ま
た、仕事である保育もす

ごくやりがいや楽しさを
感じ、趣味の一部でもあ
るように感じることもあ
るくらい充実していま
す。幼児組を持つように
なり、やってみたいこと
やこんなこともできるの
だという発見がたくさん
ありました。今年は、ち
ょっと難しいかなと思う
ことにも子どもたちと一
緒に挑戦しながら、子ど
もと一緒に新しい経験や
体験をしていきたいと思
います。また、その中で
私が感じたことや子ども
たちが感じたことをお互
いに伝えあい、感じ合い
ながら私自身も心が豊か
になっていけたらと思っ
ています。

小山亜希子・古川民主病
院／那須まゆみ・はなみ
ずき／北村明子・厚生福
祉会（敬称省略）

ク イ ズ

私はサッカー、カメラ、
旅行、食べ歩きなどたく
さんの趣味を持っていま
す。そんな私が昨年には
人生で初めての登山を経
験したり、ラグビーのお
もしろさに魅せられたり

八嶋大樹さん

彗清
吉廹

吉廹彗清さん

!!
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10

ます。私は、昔から物を
なかなか捨てることがで
きなかったり、いつか使
えるかもしれないと物を
取っておいたり、片付け
ることが得意ではありま
せん。そのことを入居者
様にお話しすると、「それ
はそれで役立つかもしれ
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理学療法士

留美子

ちょっと
難しいことにも挑戦

14

子大生。
今年の抱負は「健康維
持」と「知的好奇心を持
つ」こと。

入居者様との日々の関
わりの中で、色々なお話
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20

長町病院

ケアステーション つくし

鈴木
鈴木留美子さん

衣里子
八島
八島衣里子さん

真美

近年、どこでも人手不
足。お陰様でセントラル
キッチンへの食事提供依
頼のお客様が増え、多忙
な毎日を送っている。職
場に迷惑を掛けぬよう健
康第一。運動・節酒を心
掛けていく。定年まで後
５年。自分が職業人とし
て培ってきたものを多く
の後輩達に伝えていく事
も抱負としたい。更に視
野を広く持ち、様々な事
２０２０年干支はねず に関心を持つように努め
み。うそ。もうそんな年。 ていきたい。
自分が年女と人から言わ
個人的には、古典芸能

健康維持・
知的好奇心を持つ

５秒で行動を
移せるように
安心して過ごせる
世の中に

全職員で知恵を出し合い
団結して展望を切り開こう

今年の抱負
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田子のまち

介護老人福祉施設

セントラルキッチン

佐藤
セントラルキッチン子年組

44

離
捨
断

宮沼弘明会長

県連職員のみなさん、
新年あけましておめでと
うございます。
昨年は、参議院選、市・
町議選、県議選と選挙の
多い１年でした。県連で
は「選挙推進委員会」を
発足して、職員が選挙に
対する関心をもち投票行
動に繋がるよう活動しま
した。参議院選挙では市
民と野党の共闘が一層進

年男・年女に聞きました

