
埼玉民医連退職者の会                  第 12４号 

                        2015 年 10月 25日 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 定年後の人生・・・ 

新しい道に挑戦し、輝いている仲間はたくさんいる。 

その一人  木内 恭子さん 「被爆の語り部」に挑戦。 

 

1945年 8月 6日、小学 4年生の木内さんは分教場にいた。 

午前 8 時 15 分。「ピカッ」と鋭い閃光を浴びたかと思うと気を失った。息苦しさの中で目覚

めると、周囲は真っ暗。木内さんだけが一人、がれきの上に座っていた。  

一緒に遊んでいた友達はみんな消え、何が起きたのかわからない。 

崩れた家のあちこちから、うめき声をあげながら一人、また一人とはい出てきた。衣服ははが

れ、血だらけの顔や手は腫れ上がっていた。小さなこぶができただけで奇跡的に助かった木内

さん。真っ黒になった遺体が川面を埋める光景も目のあたりにした・・・・・ 

あの日から 70年、 

今「県原爆被害者協議会」（しらさぎ会）の副会長、「原爆の恐ろしさは被爆者でなければ語れ

ない。生かされた命、自分が今伝えなければ」と語り部として活躍。 

「これから修学旅行の事前学習があるので高校生に話してきます」あわただしく出かけた。  

（木内恭子さんは埼玉協同病院に看護師として勤務しました） 

挑戦シリーズ 

№25 

今日も元気に 

しらさぎ会事務所で 
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                     よろしくお願いします 

 

♪♪鈴木 智子さん♪♪ 

生協一色で 38年間（うち福祉で 4年間）楽しみながら看護師・生協組合員を続けてき 

ましたが、10月 15日付で終止符を打つことになりました。大きな手術も皆さんの支援

のおかげで乗り越えられ、健康については一層心がけ楽しんでいけたらと思っています。 

 

♪♪ 宮崎 裕子さん♪♪ 

大井協同診療所がふじみ野訪問看護ステーションを立ち上げたときに、ふじみ野訪看の

勤務となりました。そこで、私の探していた看護を見つけることができて、感謝してい

ます。今も大山の訪問看護ステーションで働いています。 

最近の訪問看護の現状をお知らせします。 

２０１５年度から精神疾患の利用者の訪問看護が医療保険適応となり、訪問看護では、

精神科勤務１年以上、もしくは３日間の研修を受けないと訪問することができなくなり

ました。また、長期入院も出来ない現状で在宅生活を余儀なくされている方が急増して

います。しかも独居で生活保護の方が多いです。 

今年度は介護報酬のマイナス改定があり、訪問看護ステーションの経営にも大きな影響

を与えています。さらに、8 月から利用者の負担割合が２割になる利用者もあり、サー

ビスを削る方もでています。病院にも施設にも入れず在宅で過さざるを得ない方もでて

います。経済的に十分な介護サービスを受けられない利用者もいます。 

超高齢化の時代、高齢者の独居、老老介護の家族、精神疾患の独居の方が増える中、益々

問題が山積みされている状況です。訪問看護の仕事をもう少し続けようと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新入会員紹介 

埼玉民医連退職者の会 第 26回総会のご案内 

日 時  2月 2１日（日）10時 30分～3時 

会 場  医療生協さいたま本部・第一会議室 (予定) 

     ＊「みんなの作品展」を同時開催します。 

            日程、作品の準備など、よろしくお願いします。      

        詳細は「ＯＢ会だより」1月号をご覧ください。 
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   杉江 信子 

毎朝７時朝食、テレビ・新聞を見てから漫然とした生活がはじまります。 

現在、ぎっくり腰で通院中です。動くのがおっくうになり太りすぎです。また、夫の食

事管理に四苦八苦しています。 

戦後７０年、繁栄の影に大切なものを失ったのではないかと心が痛みます。次世代が平

和な国でありますように、孫に体験や思いを伝えようと心がけています。 

 

横山 輝子 

 ＯＢ会のみなさん ご無沙汰しています。 

今、私は癌の治療のため、毎月埼玉協同病院に通院しています。 

地域では、ＯＢ会の仲間や旧入間医療生協の人たちと励まし合いながら頑張っています。 

また、医療生協上福岡南支部の運営委員として精一杯活動しています。 

 

ＯＢ会会員が埼玉平和美術展に出品          岡部 和子 

「平和の壁に花一輪」を主旨に、毎年８月に埼玉県立近代美術館で開催されます。 

会員の力作が展示されました。 

冨田孝博会長の日本画と書、冨田厚子さんの墨絵、小川祥江さんは書と押し花のコラボ，

海老塚利明さんの墨絵と書、仲村敬子さんの書、岡部和子の油彩、「忘れられない波」「平

和を願う」で、一生懸命描いた絵と書です。平和を願う気持ちを作品に表現できたり、

そして日頃楽しく自由に書くことができ、平和 

美術展に発表できる世の中を、守って行きたいと思 

います。 

来年も皆んなで出品 

できることを願って 

います。 

 

 

 

私の近況 
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川合 省 

全線完乗まであと一路線になりました 

OB会総会後、関西・九州・北陸そして東北と旅して未乗区間を潰し、沖縄のモノレール

以外の JTB時刻表に載っている鉄道・ケーブルカー・モノレール等を全て乗り切りまし  

                た。始めは弟を連れて小学 6 年の時、上野から秋田

の大曲まで夜行列車に２人で向かったのが最初で

（当時は SLでした）、以来列車旅をするうちに全線

乗ってみようと思うようになり、最近では乗るため

の旅になっています。お酒を飲みながら、車窓の景

色を楽しみ、地元の人の会話を BGMに聞きなが 

らボーと過ごす時間、貴重です。沖縄モノレールには辺野古に行くときに乗ります。保

存鉄道や遊園地などに可愛い鉄道が結構走っていますので、それらを乗るのも楽しみで

す。まだまだ私の鉄道旅続きます。ちなみに今一番好きな路線は、JR山田線です。 

   

この山田線の浅岸駅。朝上り 1本、夕方下り 1本、併せて 

2本しか止まりません。まわりに人家なし。利用者０、 

〝熊注意〟と書かれています。 

 

   山本 康男 

8月には、二泊三日で東北の温泉めぐり（24000円の旅）。 

夏油～花巻温泉郷の台温泉～八幡平のふけの湯、御所掛～玉川温泉～乳頭温泉～鶯宿、

帰りは日本一深い風呂の鉛温泉へ。 

9 月は、シルバーウィークにシルバー4 人で四国めぐり。坊っちゃん列車の前でご機

嫌の一枚。   

 

 

 

 

 

 

ちょっと紹介 
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小川 祥江 

8月 6日、この日、プロ野球「広島カープ」は、公式戦で監督・コーチ・選手全員が 

背番号「86」のユニフォームを着用し、胸に「PEACE」 背中に「HIROSHIMA」と。 

「７０年前の被爆の記憶を、次世代に継承したい」と原爆で 

壊滅した街の復興を旗印に産声を上げた広島カープ球団なら 

ではの企画。広島では 5年前、市内の小中学生に原爆投下日 

時をたずねたところ、正解率は小学校で 33％、中学校で 

55.7％だった。被爆 70 年の今年、多くの方々の想いや記憶 

の歴史を継承し、次世代に引き継ぐきっかけになる事を願っ 

ての「ピースナイター」。私はプロ野球ファンを卒業して久しいが、プロ野球もマンザラ

ではない。うれしい夏のできごとでした。  

 

～お気に入りのお茶たち～    

浦川 恵子 

我が家の水は、蔵王連峰からの沢水を水源としている。浄水場を経て簡易水道で運ば

れてくるのだが、沢水のせいか気のせいか、緑茶よりも紅茶やハーブティーがおいしく

感じられる。 

 ささやかにコンテナで育てている我が家のハーブ達、放任主義のためにたくましいハ

ーブだけが生き残っている。今年は、日本のハーブといわれる庭に自生した“よもぎ”

をお茶にして、優しい味を味わった。料理に大活躍の“シソ”もフレッシュなままでお

茶にし、あまりのシソパワーにたじろぎ、それからはブレンドのわき役として活躍して

もらっている。 

 最近のお気に入りは、緑茶ハーブティー。緑茶にレモンタイムとレモングラスを合わ

せてみたら、緑茶の味がいっそう引き立つ美味しいお茶が完成。蔵王の緑を眺めながら

の大好きなお茶の時間、お気に入りのお茶がまた一つ仲間入り。2015 年 9月 

   

 

 

 

ケーキの飾りだったミント     手作りよもぎ茶      緑茶ハーブティー  

蔵王だより 
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2015 年度原水爆禁止世界大会  

広島大会に参加して      松倉 徳子 

8月 4日から医療生協さいたまの代表団の 1人として、原水禁大会に

参加してきました。広島駅から路面電車で原爆ドームへ。家族ときてから 35 年ぶりの

原爆ドームは変わらず静かに訴えてくるものを感じました。 

高校生が取り組んでいる署名に応えながら平和公園に。“あやまちはくりかえしません”

の言葉を心にきざみ開会総会に。“国際会議宣言”、被爆者の体験、世界各国からの核廃

絶運動と連帯の挨拶、国連や NPT会議の報告、俳優の宝田明氏の満州での体験と、ビキ

ニ水爆実験後に作られた映画“ゴジラ”の話。そして“9 条変えて、戦争できる国にし

ようとしている安倍さん、白旗揚げ撤退しなさい“と、全国の草の根の運動の発言も多

く、特に高校生など若い人達の活動に希望をもらった。 

2日目、86才の被爆者の体験を聞いた。自分がした〝じゃんけん〟で負けたため、建

物疎開作業に出かけ原爆で多くの級友を亡くした。〝じゃんけん〟でみんなの一生が決

まったことの罪の意識、恐ろしさ、苦しさに何度も自殺しようとしたが、31年後の同窓

会でやっと告白することができた。今は亡くなった級友のためにも核兵器はなくしたい

と体験を語っている。70年前のあの日は忘れることはできない。苦しみは続いていると。 

わたり病院の斎藤先生は、核兵器の非人道性（大量殺戮、無差別爆撃）について話さ

れた。明らかになったアメリカの調査資料で原爆投下 8 時 15 分の意味。原爆写真展な

どよく見る数点の写真の解説も。全身癌が次々発症していた被爆者の肺癌病巣から今も

影響を与える放射線物質が見つかり、55 年後も 

白血病のリスクは消失してないことが科学的に証 

明されたと報告された。 

被爆者運動の歴史にもふれながら、核兵器の非 

人道性とは・社会そのものを破壊・いのちの根絶 

性いのちの持続侵害性（身体的、精神的社会的） 

である。そして“存命することが、被爆者の闘い”となると結ばれた。心から納得した。

被爆者の辛い心の奥を少し理解できたように思った。自分達の生きている間に、核兵器

を廃絶し二度と戦争はしないでという被爆者の願いを託されと、わたしは戦後 70 年の

時に広島大会に参加した意義を受けとめた。繋がっている辺野古基地，原発、核廃絶、 

9条守れ、戦争法案NOの運動にしっかり取り組むことだと考えています。 
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5 日夜の全国民医連交流会に肥田舜太郎先生が元気に参加されたと職員が動画をみせて

くれた。先生の願いがかなったと嬉しくホッとした。原水禁大会では若い職員と同じ班

で行動を共にすることもあり、話していると熱い想いが伝わり、真っ直ぐに伸びてほし

いと思いました。今もラインで繋がっています。 

 

 

    核兵器のない世界の実現を！ 

      長崎大会に参加して  

  早田 繁 

 この夏、原水禁大会で長崎に行ってきました。 

飛行機の乗るのは 3度目で、だいぶ恐怖感が薄らいできました。 

帰りは窓ぎわでしたので離陸から着陸まで、ずっと写真を撮っていました。特に雲に感

動しました。8 月の青い空と入道雲、手を伸ばせば届きそうな近さです。ふんわりとや

わらくて、あったかそうな感じでした。子どものころ、「ノンちゃん雲に乗る」という映

画があったなあと思いだされました。 

 さて、肝心の原水禁大会ですが、一言で言えば「ＮＰＴ再検討会議をどうみるか」と

いうことではなかったかと思います。全会一致とはならなかったものの、最終合意文書

はなかなか良くできていたとの評価です。圧倒的多数の国が核兵器廃絶を望んでいます。 

そして、核保有国に対しては廃絶のための交渉を始めるように迫っています。「意図的で

あれ、事故であれ、核兵器爆発の人道的な結果は人類にとって破滅的だ」。誰もが共感で

きるのではないでしょうか。 

国際世論を高めている被 

団協の被爆の実相を伝える 

国際的活動や、原水協の署 

名活動が高く評価されてい 

ます。 

 上尾原水協も自治体を巻 

き込むような活動ができた 

らなあと思います。 

上尾は今、市議選です。訪問と宣伝、ニュース作りと配布に微力を尽くしています。   
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学習懇談会 医療生協さいたまの進むべき方向と具体策 

～ＯＢ会らしく自らの行く末を重ね合わせての要望も～ 

                               伊藤 幸夫 

8 月 17 日、本部会議室で斎藤専務をお招きして「2015 年度の医療生協さいたまの基

本方針と到達について」の講演と懇談会を 20名の参加で行いました。 

医療・介護をめぐる情勢とともに、「戦争法案」緊迫の中、スライドをもとに医療生協さ

いたまの進むべき方向と具体策について報告いただきました。2035 年さらには 2050

年を見据えた国の動きにも眼を据えながら、基本方針「協同をつなぐ」「健康をつなぐ」

「人と人、つなぎあい育ちあう」「人権と平和への思いをつなぐ」とその背景の講演でし

た。自治体との見守り協定、くらしサポーター、無料低額診療事業など行政とのつなが

りの拡大などを通して医療生協への信頼と認識を高めつつあるとのお話もありました。

所沢「桂の樹」、秩父生協病院付属棟、老健みぬまの増築などの事業計画、2014年度は

黒字決算だったが「稼ぎが少ない」ことに課題があること、職員の確保と育成について

も説明がありました。 

懇談では、短時間に盛り沢山ということもあって多少消化不良気味でしたが、ＯＢ会ら

しく自らの行く末 

を重ね合わせて介 

護がらみの要望も 

出されました。 

各地で医療生協の 

活動に参加されて 

いる会員もたくさ 

んいらっしゃると思います。職員とは一味違った「地域住民」の目線でかかわっていく

のもありかなと思いました。毎年の企画です、好きなことを言える場です、次回は多く

の会員の参加をお待ちしています。 

 

 

ホームページ、毎月更新しています。 ご覧ください。 

 

 

 

埼玉民医連退職者の会 検 索
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 訪問者：岡部 和子・山口 昭子 

 

 10月 6 日、所沢診療所に安保事務長を訪ねました。 

所沢診療所の誕生から 62年、現在地に移転したのは 2006 年 7月です。 

診療所の地域も、独居や老々世帯が増える中で、「医療」「介護」「予防」「生活支援サー

ビス」に加えて、「住まい」の問題が大きくクローズアップしている現在、医療生協さい

たま初の試みとして、診療所の隣接地に「介護付有料老人ホーム・桂の樹」が建設中で、

組合員のみなさんからも大きな期待が寄せられています。 

 職員は福庭勲所長を始め常勤 12名、パート 10 名です。今年 1月から中村隆光副所

長が着任され、今まで以上に在宅支援ができるようになった事と、通院患者さんも「安

心して受診できる」との声がたくさん寄せられています。また、診療所内にある「ケア

センターとこしん」は、訪問看護、訪問介護、居宅介護支援があります。 

連携した力で強化型在宅療養支援診療所として 24時間 

在宅患者さんの対応を行っています。 

所沢診療所の特徴として 

＊在宅患者が 100 名ほどになり、法人内でも多い。 

＊組合員の組織力がある。 

＊地域の中小企業の健診が増えている。 

＊「ケアセンターとこしん」との連携で、利用者さんが 

相談しやすい体制である。 

＊所沢地域の大きな特徴は、埼玉西協同病院、老人保健施設さんとめなど医療生協さい

たまの事業所が多く連携が取りやすい、などです。 

今、診療所の隣接地に建設中の介護付有料老人ホーム「桂の樹」は 12 月開園予定で 

所沢診療所 

事業所訪問 

にぎやかに組合員の社保バザー 
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す。部屋は 2～3階に 30室あり、30人の入居者、24時間介護職が常駐し、サービス

を提供できる高齢者の住まいです。診療所との関わりでは、1 階が所沢診療所の通所リ

ハビリ、午前 20人・午後 20人の定員で送迎付きです。2～4階が桂の樹の事業です。 

安保事務長から「中期事業の桂の樹＝所沢市の高齢化率は 25％と高く、今後さらに上 

がる。それらを考えるとこれからも高齢者事業の需要は高い。～誰もが住み慣れたまち

に健康で安心して暮らし続けることができるように～医療生協だからできる新たな医 

療・介護・保健の地域包括サービスを提供していきたい」とお話がありました。 

 今回、所沢診療所を訪問し、元気に奮闘している職員の皆さんをみてうれしく思いま 

した。また、所沢診療所と 

新しい事業「桂の樹」を支 

えるしっかりした基盤組織 

を作りながら、若い組合員 

との結びつきを広げていく 

ことの課題を感じました。 

 

 

 

 

                 

   「ポツダム宣言」を読んだことがありますか？   

           小野 敏 

安全保障関連法案の国会答弁で、安倍首相は「ポツダム宣言 

をつまびらかに読んでいない」と発言。この首相の発言で注目 

を浴びた「ポツダム宣言」。 最近関連本として発行されたのが、 

「ポツダム宣言」を読んだことがありますか？ 

～ 戦後７０年、日本の戦後は全部この中にあった！～ 

私も初めて全文読みました。戦後７０年のいま、終戦に至る経緯と憲法問題、安保法案

問題、選挙権の年齢引き下げなど、日本は何かが変わろうとしている今、みなさんにお

勧めの一冊です。わかりやすい本です。   

発行所：株式会社共同通信社  定 価：972 円 

私のお勧めの一冊 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPdC7cC5tVJVwAKS8dOfx7/SIG=124oac9om/EXP=1436310876/**http:/e-poket.com/illust/img/illust/pump077.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPdC7cC5tVJVwAKS8dOfx7/SIG=124oac9om/EXP=1436310876/**http:/e-poket.com/illust/img/illust/pump077.jpg
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                   ＯＢ会だよりの配布について 

いままで利用していたクロネコヤマトのメール便が

３月末日で廃止になりました。 

大幅な発送料金の値上がりが予想され、幹事会で相談し

たところ、「私配りますよ」「私も少しくらいなら」の声をいただきました。 

その結果、10月号からは半数を超える会員に手配りができるようになりました。すでに

「一声かけてきましたよ」「久しぶりに会いましたよ」などの声も寄せられ、つながりの

大切なことを教えられています。ひと声かけ合うことで、元気が確認できます。 

ご協力よろしくお願いします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ＯＢ会だより 

 配布協力 

ありがとう 

  ございます。 

前号で紹介した武内優さん

の出版本「野口雨情・モン

ゴル訪問と信仰の世界」が、

朝日・毎日・読売・埼玉新

聞で紹介されています。 

まだ、読んでいない方、 

ぜひ ご一読を！！ 

http://azukichi.net/season/autumn/autumn0360.html
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埼玉民医連退職者の会 〒333-1111 川口市木曽呂 1347 老健みぬま

内 

 

 ２月の総会時、「私の作品展」に「アサガオの種」が出展 

され、希望者に配られました。川合省さんからです。 

うれしいことに、この夏、各地にたくさんのアサガオが 

咲きました。来年もみんなで楽しみましょう。 

小田政満さん 

小川祥江さん 

冨田厚子さん 
松倉徳子さん 

あとがき 

松倉徳子さん 

前田文代さん 

カットのネコのように、うちのネコも障子を 

破り、花瓶を蹴り倒し、掃除も手伝わず、うるさく 

鳴きたて・・・ なのに毎日癒されています。 

「がんばり」と「いやし」のＯＢ会だより、 

 手配りも朝顔も、これぞ仲間です。（け） 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW38KCT1WG3UATVkdOfx7/SIG=12et48s65/EXP=1446926986/**http:/www5f.biglobe.ne.jp/~korokke/pic/flowers/asagao.jpg

