
埼玉民医連退職者の会                第 143 号 

                          2020 年７月 25 日 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員紹介 

 

 

 

 

 

挑戦シリーズ 

№43 

 ＯＢ会 

    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  加藤 たい子さん 

     インテリアとして輝くタペストリーから、かわいいポーチまで 

お気に入りの布をつないで 暮らしの中に映えるキルト作品を作り楽しんでいます。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 40 数年の勤務の後、“ケアセンターとこしん”を最後に定年退職し 8 年になりました。 

退職と同時に本格的に始めたのが、地域の人たちとの健康づくりと、キルト作品作りです。 

いつも 20 人ほどが近くの公園に集まり、毎朝のラジオ体操やストレッチ、筋肉トレーニング

などを。歩行のおぼつかなかった人も、今では数千歩も歩けるようになりました。 

今回紹介するキルトは、雑誌「パッチワーク教室」2020 年春号に私の作品が掲載されまし

た。創作することでの充実感や達成感を大事に、自分らしい作品作りに力を入れていこうと思

っています。コロナ問題は収束も見えませんが、地域の人たちと新たな交流の在り方を工夫し、

新しい生活スタイルの中でのつながりを作っていこうと思います。 

（加藤さんは、さいわい診療所、埼玉西協同病院、埼玉協同病院、ケアセンター等に勤務 

しました） 

に勤務しました。 
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 医療生協さいたまとしての対応や、不安の中で奮闘する職員の姿を伝えたいと企画 

しましたが、第一線の現場には様々な出来事が山積、その一つ一つは大変なもので、 

ＯＢ会だよりの紙面だけでは、とても伝えきれず別刷りにしましたのでご覧ください。 

私達ＯＢとして できること、やれることを一緒に取り組みましょう。 

 

  

♪♪ 松本 明さん♪♪   

1981 年 行田協立病院に入職、39 年間の職員生活最後の職場は川口診療所 

でした。2020 年 3 月退職となり、気持ちの上ではホッとしながらも、現役で勤務している妻

や 3 人の子どもたちの食事を作ったりしながら主夫をしています。ゆっくり温泉にでも行きた

いと思っていたのですが、コロナ騒ぎで何もできず、また考えることもできず、巣ごもり状態で

す。コロナ問題が早く落ち着いてほしいと思っています。今後ともよろしくお願いします。 

 

皆さんの元気な様子が 

      次々と伝わってきました  
    会長 冨田 孝博 

世界中がコロナ問題に揺れ動く中、 

皆さん いかがお過ごしでしょうか？  

「ＯＢ会だより」４月号は、コロナ問題から急きょ、全員郵送での配布に切り替えるな

ど不安の中での作業でした。が、その翌日には早くも「会員通信」第１号が届き、その

後次々と３日間で６通もの通信がありました。自粛生活の中でも元気に過ごしている皆

さんの様子が伝わってきました。このようなことは初めての出来事でうれしいです。 

７月号は皆さんの声をもとに「コロナ禍でのわたし」を特集しました。地域や他団体、

そして何より事業所のことを心配しながら、元気に楽しくなるような会員の様子や奮闘

がたくさんあります。医療生協さいたまの方針・厳しい状況の中業務を続ける職員の頑

張りと共にご覧ください。今後の社会や私たちの暮らし方など、いろいろ変わっていく

でしょうが、励ましあいながら、この困難を乗り越えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未知の感染症と 

医療生協さいたまの組織対応 
 

         医療生協さいたま 

               新型コロナウイルス対策本部 牛渡君江 

 

新入会員紹介 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1591902061/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cua2F6YXJpc2VuLWlsbHVzdC5jb20vbGluZS8xMDMy/RS=%5eADBpLlbczBuzohKNYjAWbkac3WaSQ0-;_ylt=A2RioubtLeFelloAjg4dOfx7
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         大変な時こそ助け合って！        鈴木 智子 

 私は、老健「みぬま」のボランティアをしていますが、今回はマスク不足解消に協力してと

声がかかったので、ボランティアの仲間・洋裁教室の友人へ呼びかけ 5 人で挑戦。見本のマス

クを参考に、それぞれが自宅で作業、私は、消毒用アルコール持参で協力者宅をまわり、材料

を届け、出来上がったマスクを回収、施設へ届けましたが、何と 

300 個もつくることができました。今回の協力者は 65 才以上の 

独り暮らしが多く、外出自粛から家に引きこもりに近い生活が続い 

ていたので、「このくらいで協力できるならうれしいです」「声をか 

けてくれてありがとう」「マスク作りが、日課の支えになり心強かっ 

た。実家にも送ったら喜ばれた」などの感想が寄せられました。 

マスクの受け取りの際、心配や不安な事はないのかなあ・・・ など気をつけながらまわり

ました。友人から紹介された人は、洋服の仕立て直しの仕事がまったくなくなり、収入はゼ

ロ！ 預金残高は 500 円！ これにはビックリ、仲間と協力して、すぐ生保につなげ喜ばれ

るなどの出来事もありました。大変な時こそ、助け合って乗り切りたいものです。 

 

       みんなで歌いたいなあ・・・              渋谷 菊男  

コロナの影響で、みんなと一緒にうたう事ができなくなっています。 

「東久留米うたう会」も音楽室が貸出中止で集まることができません。会員同士で交流しよう

と、今の様子や好きな歌ベスト 3 曲などを集めてニュースを発行しました。じっくり眺めてい

ると、1 人 1 人が個性的で面白いメンバーだなとあらためて実感しています。 

新宿の歌声喫茶「ともしび」は 6 月になっても営業自粛で、お店も全国の音楽行事も中止と

なっています。「存続の危機」で支援募金等も取り組んでいるそうです。大切な文化を何とか残

したいなと思っています。コロナを乗り越えてみなさんとまた歌いたいと思っています。 

 

       早く何とかしてほしい・・・ 電話やメールでの相談が  

                         矢作いづみ（日本共産党所沢市議） 

         私たちは新型コロナウィルスの感染拡大により、これまでの日常とは全く違 

        う生活を余儀なくされています。緊急事態宣言が出され、TVなどで検査体制 

        の遅れ等が連日放送されると、電話やメールなどがこれまでにないほど寄せら 

        れました。「PCR 検査実施を早く」「情報がない」「パチンコ店に都内から人が

来ている」などなど。その内容もかなりヒステリックで、まさに命の危機を早く何とかしてほし

「会員通信」から・・・ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592762593/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzU3NS8yMjU0NTNfNTQ4MzI4MC5odG1s/RS=%5eADBjKnb5vTA9xZU2zzT2jnpK4h6J_8-;_ylt=A2RiouRhT.5eVRAA3CMdOfx7
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いという思いがひしひしと伝わって来ました。医療崩壊といわれますが、保健所の統廃合が進め

られ、全国一医師・看護師の少ない埼玉県の医療をもっと充実していかなければなりません。商

売や飲食店は大打撃！ やっと定額給付金が配られることになりましたが、アベノマスクより補

償を！まだまだコロナ禍は続きます。みなさんも健康第一に、命を守り、くらしを守るためにが

んばりましょう。 

 

「新型コロナウイルス感染症」で考える    山形 文子   

昨年 12 月中国で発生し、またたく間に世界中にひろがったこの感染症が世界を変えていま

す。一論には「また新たな強力な感染症が発生した」ととらえていましたが、それは大きな間違

いでした。感染症の急速な拡大が、経済や教育、政治にも影響を及ぼして、私たちの生活を変え

てしまいました。自由にならない毎日の生活ですが、私も医療機関の一員として通常の診療の継

続に努めています。職員は恐怖心もあって、初期には「患者拒否」の姿勢が強かったのですが、

待合室の人数制限、受付や問診のアクリル板設置と、着々と手を打ってくれました。 

ウイルス感染が生活に安全に根付くまで 5 年くらいはかかるだろうと、京都大学の山中伸弥

先生も話していました。当院の 80 代の患者さんが「戦争や大震災に比べれば、家もあるし、食

料もある」と言って今の生活を評しました。今の事態を招いた過去の政策や考え方の問題に気づ

く機会になりました。 

 首都圏に住む皆さんの感覚とは違っているかもしれませんが、正しくおそれて賢く対処。 

生きぬく知恵を出し合って皆で乗り越えていきましょう。 

 

         １時間の電車通勤は不安です         鹿又 雅子 

コロナ禍の中、私は通常通り通勤しています。電車で 1 時間かかるのでちょっと不安です。 

3 月から電車の窓を開けて走っているので寒い・・・（仕方がないのですが） 

職場では（生協歯科）4 月上旬くらいからマスク不足にみまわれ、1 日 1 枚、患者さんと直接関

わらない者は 2 日に 1 枚と、医療機関としてはあり得ない状況になりました。5 月に入り、マ

スクも増えてきましたが今までのような訳にはなりません。 

職場に感染者は出ていませんが不安の中、患者は減り、職員 

は交代で有給休暇等で体制を調整しています。これでは経営危 

機、不安が募ります。特に政府対応のひどさ！ テレビを見て 

いてもイライラや怒りが湧いてきますね。いろんなイベントや 

会議もなくなり時間だけはできました。私は音楽を聴いたり、近所の友達とウオーキングをして

気分転換をしています。 

夫の利用している介護施設は感染者が出ていないのでホッとしています。これから私たちので
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きることは何か。力を合わせて何としても医療崩壊は止めなければなりません。 

 

    初めてのビデオ会話を体験        吉澤 法子 

定年退職後に始めた合唱団も来年の定期演奏会にむけ練習は出来ず、 

指揮者と伴奏ピアニストへ休み中ご指導料の一部を差し上げ待機して 

いただいています。フラダンスの発表会も延期となりました。 

そこで、ＯＢ会の皆様の写真に触発され、家の庭のジヤーマンアイ 

リス、夕顔、クリンソウ、薔薇、春蘭などスマホで撮影し、会うことのできないお茶、お花のお

稽古仲間に送信したり、金曜日の夜週１回１時間、グループでビデオ会話をしてそれぞれの近況

報告などして交流しています。自分が画面に映る体験は初めてで新鮮で照れます。お酒のみなが

らくつろいで参加している人、風呂上がりで孫に準備してもらい「まにあった」と画面に登場す

る人等。台所の換気扇掃除をした人がいて、長いステイホームなので、私も影響を受けおかげで

綺麗な台所になりました。 

 

            久しぶりの 「針仕事」を！      島田 喜久江 

          これほど時間が作れたのも、本当に久しぶりです。長い間、針を使っての 

         仕事もしていなかったのですが、今回は「針仕事」に挑戦しました。押入れ 

         の片隅にほっておいたお布団の作り替えです。元禄模様のお布団を、昼寝用 

         の軽ーいお布団に作りかえました。昼寝にぴったりです。完成した時は「や 

         ったあ・・・」とおお喜び。今まで、時間がないということで手付かずにい

ましたが、こういう時間も必要だなあ・・・ 生活も見直していかないと・・・ いろいろなこ

とを思いました。コロナ問題が長引く中で、先が見えず疲れやストレスばかりがたまってきまし

たが、気分転換など上手にする必要があるでしょうね。今までやりたくともできなかったことに

も挑戦し、すっきりしました。 

 

         在宅勤務 1か月の経験               東田 伸夫 

 退職し全国医師ユニオンに関わって、はや１０年。週に４日、本当に植山先生のお手伝いとい

う状況です。でも人生はじめて、１ヶ月間の在宅勤務を経験しました。ラインでの会議、自宅で

職場メールのチェック、返信。コロナに対応する医師への緊急調査や記者会見、シンポジウム（オ

ンラインで）などありました。また川口市の水道料２５％値上げ反対の署名運動、こまりごと電

話相談の準備。ライン会議と活動の工夫と忙しかった。 

でも朝の散歩は車も通らず、小鳥たちも心なしか元気、緑も空気も綺麗でおいしいのはコロナ

のおかげ！？ そう世界規模で自然環境が改善したとか！。競争と効率で追い詰められている現

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592759605/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzQzNC8xMzkyNzlfNDE3NTA2OS5odG1s/RS=%5eADBIU1xU.HdSaCZM_3mk1cSuDOUe6Y-;_ylt=A2Rivca1Q.5eo2YAnyEdOfx7


  6   
     

 

代社会への忠告と感じました。医療・社会保障の貧困。格差問題など、これからの社会のあり方

を、考え合い、協同していくきっかけとしていきたいですね。 

 

  ミニシアター「深谷シネマ」休館に    竹石 妙子 

 2010 年、夫が深谷市にある酒蔵跡地で始めたミニシアター 

「深谷シネマ」は、緊急事態宣言が出された 4 月 9 日から休館に。 

この 2 か月の休業は家賃や人件費などの損失が大きな痛手です。 

休業を心配しての声もいろいろいただきました。ミニシアターをカンパや支援金等で応援する

方々も増える中、６月 7 日より営業再開できました。とはいうものの、感染対策で座席数は通常

の半分に減らし、消毒や換気などを徹底するなど予防対策を講じています。経営状況もしばらく

は厳しさが続くと思います。 

再開初日には、遠くから駆けつけてくれた方もいます。「映画館で見る映画は感動の度合いが

違いますし、心を豊かにしてくれるビタミン剤です」と。.暮らしの中に映画は必要ですね。ＯＢ

会の皆さん、よい映画や、見損なってしまった映画を見たいときは、「深谷シネマ」までお出か

けください。満席の映画館になる日が一日も早く訪れますように。 

 

 院所のことが心配です              梅原 恭子 

3，4 月の施設が利用停止となりボランティア活動も休業中です。唯一 町会の事務所は 3 月

中は利用できたのですが、4 月から利用停止で新婦人や生協の支部運営委員会なども開催できな

くなりました。現在はほくと医療生協からの依頼で、使い捨てのフェイスシールドや防護エプロ

ン作りにエネルギーを注いでいます。慣れてきて熟練工のように見事な（ !! ）手さばきです。 

娘は在宅ワーク 2 カ月目、夕食の差し入れに時々訪問しています。今のところ夫婦元気です。 

すべての企業、個人が（団体）被害を受けていますが、民医連院所のこともとても心配です。 

 

   マスクは 利用者さんにも、社保カンパにも         深田 澄子 

 秩父では二つの班から洋裁の得意な人？20 人ほどが協力し、マスクづくりに取り組んでいま

す。生協病院通所リハビリの利用者さんや今年 3 月にスタートした「生協花の木ホーム」（小規

模多機能居宅介護事業）の利用者さんに 250 枚ほどのマスクを届け喜ばれています。 

さらに病院外来では、約 300 枚のマスクを並べ「一枚 100 円の社保カンパ」として売り出

しています。「あそこでは４００円だったよー」とか、「百円じゃあねー、安いから買っておこう」

などの声が聞かれる中、6 月末になってもマスクつくりは続いています。最近は近くの縫製工場

から「使ってください」と麻の布地が届きました。材料を配ったり、完成したマスクを集めたり、

そして自分でも作ったりと、今まで以上に忙しく「つかれたあ・・・」と声をあげています。 
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         本当に大変なことが起きた！           山口 昭子 

 まだこれほど流行っていない頃、いつも診察していただいてる大学のＴ先生にコロナウイルス

の話を聞いたが、こんなに大変な事だとはわからなかった。公民館活動も、医療生協の活動も、

すべて中止。何か世の中、戦争でも起きたようだとさえ思えた。姉の夫も家族の面会もできず息

をひきとった。葬式も何もかも簡単に終わった。田舎の同級生は、毎年沢山のわらびや山菜等の

販売をやっていたができないという。私も姉の手伝いで、電車に乗る事さえ気を使い、疲れた。

そのあと 胸が苦しく喉も痛くなり、不安のあまり診療所を受診。職員の人達も、「ごめんね、 

一応このように防護服、着させてもらうね」と、物ものしい格好での対応となった。胸のレント

ゲン、心電図検査もしたが「気持ちの問題、異常なし、風邪薬出しておくから」だった。「あとは

コロナのテレビは見ないこと」といわれ、ほっとしてタクシーで帰ってきた。用心のため診療所

の車に乗らないでとのことだ。当たり前のことが制限され、日常の生活が、そして人と会うこと

もままならない。最近やっとこの生活にもなれてきたが、本当に大変な事が起きているのだ。 

 

       毎日 10枚ずつ 200枚のマスクを       小山 千里 

職場にもマスク不足で入りずらくなり、ドラックストアには朝から行列！ 何のことか聞く

とマスクを買うのだと！ これは大変と思い生地屋さんに行き 

マスク用の生地とゴムを買ってきた。早速、洋裁での経験から 

マスクを作り i70 枚を職場や友人に！  

その後は毎日 10 枚位ずつ作り続けて今は 200 枚を超え、親戚 

にも送って喜ばれている。今では洋服やレースの切れ端などを使 

い夏バージョンのおしゃれマスクを作り楽しんでいる。 

3 月いっぱいで退職しスティホームで出られず、コロナでなく 

暇で死にそう！ 早く落ち着いて欲しいですね。 

 

     感染予防は たいへん！         田中 見代子 

 私の勤務するデイサービスは利用者 10 名の小規模事業所です。職員は検温してから出勤、所

内は「消毒チェック表」に基づき、朝・昼・夕（手が触れるところすべて）のチェック、換気も

実施しています（寒いから閉めろと怒る利用者さんもいますが・・・）。 

利用者さんも、送迎時に体調、検温を確認、来所時は手洗い、うがいを促し、ここでも体温測

定です。自宅ではお風呂に入れない、お昼が食べられないなどの声もあり、4 月の 2 週間は縮小

営業（時間差）としました。1 日 2～4 人の利用者数に職員体制も変更、昼食も外注のお弁当、

マスクは市からの支給や、デイの中で作ったり。5 月に入り利用者さんも戻ってきています。感

染予防の取り組みは、利用者さんも職員も大変、一日も早い収束を願っています。 



  8   
     

 

              前進座へのご協力を！     大久保 直子 

             コロナウイルスの感染・拡大は、文化・芸術分野も深刻な打撃を受 

            けています。私の妹は、劇団前進座の役者の一人です。 

             3月からの地方公演や 5 月の国立劇場公演、9月の大阪公演など、 

            年間スケジュールを次から次へと中止せざるを得ませんでした。特に 

            毎年 5 月の国立劇場での歌舞伎公演は、劇団の総力をあげての取り 

            組みであり、この公演を楽しみに待っていてくださる方もたくさんい

らっしゃいます。この公演は年間収入の大きな部分を占めるものであり、中止となることは経済

的にもその損失が計りしれません。舞台つくりにかかわる役者・音響・照明・衣装。大道具さん

たち、たくさんの人々の生活にもかかわり、劇団存続の危機的状況となっています。 

「芸術は人間が生きるための力」と言われています。世界中がコロナ問題で揺れ動く大変な時

期ですが、89 年の前進座の灯を絶やさないため、皆さんのご協力をお願いします。 

明年 5 月、「前進座創立 90 周年記念・五月国立劇場公演」でお会いしましょう。 

 

 利用者減で 大きな減収           前田 正人       

老健「さんとめ」では 3 月～4 月の 2 カ月間、デイケアを中心に多くの利用者減により大き

な減収となりました。5 月に入つても利用者減は回復していません。特に、4 月 21 日から所沢

市長が防災放送を通じて、高齢者ヘデイサービス等への利用自粛を呼びかけた事から一層利用減

に拍車がかかりました。所沢社保協と共同して市長宛てに通所事業者等への補償を申し入れたと

ころです。療養棟では他施設からのウイルスの持ち込みを防止する観点から、緊急以外の新規入

所を中止し、再入所(シ ョートステイ)希望者には退所もなるべくしないことをお願いしました。 

ご家族の面会も、2 月末からご遠慮いただくこととし、テレビ電話での面会システムをつくりま

した。職員も施設内消毒・清拭、換気など本当に頑張つています。 

 

    「原爆許すまじ第 3集」発行           石丸 乾二 

新コロナｳｨﾙｽの影響なぞ､と思っていたら、たちまち、国連の NPT 

（核不拡散条約）2020 が延期！ ニューヨークの国連本部での予定が 

延期になり、ついで新コロナウィルスがニューヨークにも‥‥。 

4 月からの定期被爆者検診も一時休止、再開も相談会も担当医や院所長の 

話もできなくなり、しらさぎ会総会も郵送のやりとりで集会に代えるとか､ 

慰霊式も屋内のホールをやめて、別所沼公園でと検討したり、6 月の日本被団協総会も延期に

なり、人の被害はさることながら、３密対策に大わらわです。 

それでも、今年は被爆 75 周年を迎え､記念文集「原爆許すまじ第３集」の発行を目指して、
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編集作業が進んでいます。今度は、被爆から今日まで賛助会員はどう関わってきたか、などに

焦点を当ててみました。埼玉県や国の補助もありますが、総予算の４分の１以上はしらさぎ会

が拠出しなければならないので、こちらも大変です！被爆者にとって最後の事業になるだろう

から、覚悟の事業として、多くの援助が必要ですので、ぜひよろしくお願いします！ 

 

      コロナ禍での労働組合        清宮 浩 

 新型コロナウイルス感染症による影響は、かつて経験したことがなく、あらゆる苦難を引き起 

こしています。労働組合活動については、大幅な制約がかかり、春闘も途中で中断、ストや交渉

継続ができずに終結せざるを得ませんでした。加えて経営にも深刻な影響が出て、夏の一時金は

何とかなっても、年末は出るのか不安が渦巻いています。緊急事態宣言が解除されましたが、今

後も活動への制限は続くことを考慮し、今までの方法とは異なる方法での活動が求められると思

います。これからの世代の組合員の意見を聞き、従来とは違うかたちでも団結を強められるよう、

進めていきたいと思います。 

私も今年から再雇用になるので一息入れたいところですが、組織強化と次世代への引継ぎを確

実に果たすことが命題となっており、まだまだ仕事を続けていかねばならないかと吐露する今日

です。 

 

     蔵王での自粛生活       浦川 恵子 

 自粛の春は、散歩三昧と新たな経験の時となりました。 

自分の桜を決めて、芽吹きから新緑まで追いかけ、ふくらみ始めた 

つぼみの美しさを新たに発見。梨、桃、ウワミズザクラ、エゴノキ 

など木に咲く花の開花を待つ楽しみも。集会所での太極拳やサロンも 

中止となり、友人とは散歩やスーパーでお互いの元気を確認。地元の 

店で山菜や野菜を買い、初めて出前やテイクアウトも利用しました。 

 人の動きは止まり、共同浴場も時間短縮、お手伝いしてる仮装盆踊りなど行事も中止、遠刈田

温泉にとっては我慢の期間となりました。5 月末に大好きな朝市が再開。自然に恵まれた蔵王に、

少しづつ人が戻ってきています。 

 

       厳重体制の中 白内障の手術を         松倉 徳子 

 コロナウイルス感染拡大のさなか、白内障手術のため さいたま日赤病院で 2 泊 3 日の入院

をしました。何せ、お産以来の入院です。不安でもあるが、ちょっと変な期待感も。 

病院は当然ながら玄関から厳重体制。白内障手術の患者 4 名は手術前後の注意など DVD をみ

て病室へ。Ope は 20 分くらいで終了。夕方にはプラスチックの眼帯になり、外を見るとオド
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ロクほど良く見える！ 白い線が特にきれいだ。明日の左目の Ope に期待する。朝 7 時過ぎ、

隣の外科系の患者さんを研修医 2 人が病状確認に。早くから大変だなー。 

11 時 Ope へ。午後には両眼できれいに見える外の風景にホッと一安心。翌日 8 時過ぎに担

当医の診察を受け退院が決まった。退院後 3 週間も洗顔はできず、外に出るときはコロナ予防

にマスクとサングラスをしていくのでいいが、顔を洗えないことがこんなにつらいとは思いもし

なかった。医療生協の活動も休みとなっていたし、他の活動も 3 週間は休み。“何年ぶりだー”

と喜びつつ、落ち着かない日を送っています。 

 

    布地・色・紐にこだわりながら マスク作り       工藤 みどり 

 日頃は医療生協の支部長・熊谷生協病院のボランティアとして組合員活動に参加しています。

支部長会議の時に「コロナ禍、病院で困っていることは」「組合員として何かできることは」と

話したところ、「患者さんも職員もマスクが不足。100 枚くらいお願いしたい」とのこと。 

さっそく友人とマスク作りが始まりました。布地や色、ヒモにこだわりながら「不要・不急の外

出自粛」の中、材料探しに走り回りました。仕上げたマスクは、追加依頼にも応えて 200 枚強。

「自粛生活」の中、元気に過ごせたと思っています。 

先日、ボランティアで病院に行ったところ、利用者さんが私たちの作ったマスクをつけているの

を見て、うれしかったです。 

 

  甘いブルーベリーを ひと口！     岡部 和子 

自粛生活を延長して新型コロナウイルスに注意しています。 

絵を描いたり、猫の額ほどの家庭菜園で夏野菜を育てたり、 

二本のブルーベリーの木も美味しい実をつけました。疲れた 

ら実をお口にポンと、甘さが広がりほっとしたり・・・ 

楽しんでいます。今までにない生活ですが、注意は守り、楽しい 

ことも考え、気分を変えています。頑張って助け合いながら乗り切って行きましょう。 

 

    観劇のさなか 突然 「本日この回が千秋楽に」      小嶋 美智子 

2 月 27 日 私は新橋演舞場で観劇をしていました。終了後「突然ではございますが、本日こ

の回で千秋楽となります」の舞台挨拶、芝居興行が打ち切りとなったのです。座席に立ち上がっ

ての惜しみない拍手は感激的でもありました。芝居中止の歴史的瞬間？に出会ったといえるかも

しれません。一気に新型コロナウイルスが身近になりました。2 月 11 日にＯＢ会総会も終わっ

ていて良かったとつくづく思いました。いま国から、県からラインでコロナ感染伺いラインが入

ります。症状がない人への再確認などですが、症状に変化があったと返信したらどうなるのかな



  11   
     

 

あと疑問を持ちながら返信しています。 

 

     民医連で学びえた“宝物”に感謝     渡辺 元子 

やっとコロナ感染による自粛が徐々に解除になってきましたが、私の住む東京は 1 日 20～

40 名感染者が発生し、まだまだ油断できない状況です。クリニックに通院の患者さんも 3 月こ

ろから足が遠のき、玄関前で中に入らず薬だけを希望したり、電車通院の患者さんは薬の郵送を

希望、受付には接触予防のため透明板で仕切りをし職員も患者さんも必要以上に防御に過敏とな

り、人と人との交流が遮断され寂しさを感じる毎日でした。デイサービスも縮小を考えましたが、

独居の高齢者はデイサービスに来るのを希望し、結果は 2 割減の人数で、３蜜を避けるために

テーブルの間隔を広くしたり、集団ゲームは 2 階と 4 階のホールに分けて行うなど苦労しまし

た。利用者や職員から感染者が出なかったのでほっとしています。 

世界を襲っているコロナ感染を目のあたりにして、国の感染対策の弱さや、保健所機能の弱点

が見えました。大事故や災害、パンデミックに対して、日ごろから国としての対応策を求めたい

ですね。それと同時に困難な状況の時にこそ、みんなで協力して乗り越える職場や地域、家族の

助け合い、人間関係が本当に大事ですね。今、私がそんなつながりに支えられているのは民医連

で学びえた宝物だと感謝しています。ＯＢ会ニュースを手に取るたびに、医療生協さいたまを卒

業後も、生き生きと地域で自分らしく、若々しく趣味やボランティア、新たな挑戦に取り組んで

いる姿や病気と向き合いながらも自分らしい毎日を送っている仲間の皆さんに感動しています。 

 

     離れた畑から手を振り、元気を確認         栗原 和子 

コロナウイルスが流行し気軽に出かけ人と会う事もできなく、家にこもらざるを得なくなり

ました。「よし！時間が取れる、絵を描こう」「マジックの練習をしよう」と思ったがそんな事

している場合ではない、店頭からマスクが消え買う事も出来ない事態となった。地域のサロン

も中止、高齢の方々に手作りマスクを配り安否確認をしようという事になり、1 人２枚・２０

人分を作り配りました。 

例年は草取り・畑仕事に精を出しても草 

だらけでしたが、今年は写真の様な綺麗な 

畑と、こんな幼虫も見つけちゃいました。 

マスクをしながらも、これ位離れていれば 

良かろうと、遠くの畑から手を振り元気を 

確認しあったり、畑での野菜作り、世間話 

に花を咲かせご近所とも密になれました。 

早く元の生活に戻りたいですね。 
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「 ピンちゃん 」 へ          青柳 伸二 

23 歳ころだったでしょうか、大宮日赤から引き抜かれての浦診入りだったが、大宮日赤の仲

間たちからの「引き留め」は強かった。大宮日赤と浦診とは、労働組合ベースでの交流があり、

仕事や活動で、「民医連看護」に魅力を感じたのだと思う。やりがい・生きがいを求め、第 2 の

職場として浦診を選択したわけだ。みんな「ピンちゃん」と呼んでいた。自分で、「ピンからキ

リ」のピンの方だといっていた。思い切りもよく、決断も早かった。仕事もテキパキだった。 

バイク通勤だった私が、芝川沿いの砂利道で転倒し、血が滴るまま協同に駆け込んだ際、たわ

しで手首の傷口をゴシゴシ洗われた。本物のたわしだったから、やけに手荒い看護だとビックリ

したのを覚えている。少しケロイドがある手首の傷跡をみると、ピンちゃんを思いだす。 

昨年暮れ頃から、「あと半年」といわれていたらしい。 

本当の最期は、協同病院で、と決め入院せず自宅で、治療は痛み止めだけで通した。今年になっ

て、家族旅行や旧友たちとの語らいなど、覚悟を決めての終活をこなしていたようだ。 

短すぎる生涯だったが、全力疾走だった。お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。 

 

       大嶋政子さん ありがとう！       梅原 恭子 

今年の２月２１日に北浦和のお店で政子さんを囲んでの会が開かれた。浦診で共に働いていた

看護師を中心とした２回目の会合。元気なうちに皆とゆっくり会いたいという政子さんの希望に

よるものだった。自身の病気の事や人工呼吸器を装着して生きる夫の仁さんの事など、また 20

年ぶりに会う人もいるなど、皆の近況報告もあって話は尽きなかった。 

政子さんは少し細めにはなっていたが、「腹部の違和感があるくらいなの」と。その日の私の

日記には ～ 清々しい佇まいとでもいうのだろうか ～ と印象が書かれていた。帰りにご自宅に

伺い、私にとっては 30 年ぶりに仁さんと再会。北浦和駅まで見送って手を振ってくれた政子さ

んの姿が最後となった。 

看護師として、一途で安易な妥協はしない、とことん患者、家族の立場に立った意見、提案の

あれこれを思い出す。自分のためでなく残る私たちのために会を２度も開いてくれたのですね。 

皆との別れ方にも政子さんの生き方が貫かれていたと思う。 

  政子さん ありがとう ございました。 

大嶋政子さんを偲んで 

大嶋政子さんが 6月 25 日亡くなりました。享年 69歳。 

政子さんは埼玉協同病院開設を前に、北海道勤医協に看護研修

に行くなど 30 年余の職員時代、元気に活躍しました。2 月の

ＯＢ会総会ではみなさんに会いたいと参加を希望していました

が叶いませんでした。心からご冥福をお祈りいたします。 

 

訃報 
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この第 44 回定期総会では、全日本民医連増田剛新会長の誕生と共に、肥田泰元会長が記念 

講演を行う総会になり、埼玉民医連の元職員として特別の思いで民医連新聞を目にした。 

私は幸運にも第 40 回定期総会（2014 年）に参加でき、肥田泰会長とともに顧問の肥田舜太郎

先生が同じ壇上に立たれた場に遭遇し、感慨深かった。 

今回の定期総会で、全日本民医連会長のバトンが、増田先生へ引き継がれたことに感銘した。

肥田泰先生は記念講演の中で「貧しい人、生活が苦しい人の、いのちと健康を守るために日夜が

んばっている父の姿を見て、私も医師になる決意をした」とある。医師として生きる軸足が思想

的にも、実践者としても脈々と進化し、肥田泰先生へ、そして増田新会長へと引き継がれている。 

現在 増田院長は埼玉協同病院の新病院・リニューアル建設に着手、そのさなかのコロナウイ

ルスの感染拡大、県南地域でいち早く発熱外来に取り組む等奮闘している。全日本民医連の新会

長としての活躍、大いに期待している。 

私も生涯現役をめざし「いのちと暮らし、健康を守る」活動を息長く続けていきたいと思う。 

 

 
 

 増田剛医師が全日本民医連の会長となった第 44 回定期総会（2020 年 2 月）で、2002 年

～2008 年（第 36・37・38 期）にわたり、全日本民医連会長を務めた肥田泰医師が記念講演

民医連運動の質的変化と 

     大きな転換を学びました          若杉 博 

全日本民医連会長の 

      バトンが 増田先生へ！     清水 恵子 

全日本民医連第 44回総会 

増田剛先生は会長に 記念講演は肥田泰先生 

http://free-line-design.com/?p=518
http://free-line-design.com/?p=518
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を行ったという民医連新聞を見て、大変うれしく思いました。と同時に、退職後 15 年以上経過

した今日、民医連運動の大きな転換点と質の変化を教えられました。 

 肥田医師は、新しい綱領改定の取り組みについて「50 年前の綱領 

でどうして医療ができるの？」という意見をもとに、戦争反対と 

人権を守ることを中心に、他の医療機関も同意できる綱領の作成の 

経過を話されています。同時に課題として、日本の未来や平和を考 

えられる職員の育成が重要であるとも述べています。 

 増田医師は、新綱領作成後の 10 年を振り返り、今後の課題について話されています。10 年

間で日本と世界の情勢が大きく変化したことがあげられ、「世界的規模での貧困と格差が一層拡

大していること、公平・公正さを求める取り組み、地球温暖化など気候変動などの危機を防ぐと

りくみや、核兵器廃絶と核兵器禁止条約発効に向けた運動など」全世界的課題に対して「市民社

会の一員としてその役割を果たすことも民医連の重要な役割だ」と強調しています。第 44 回総

会のスローガンの一つに「共同組織と共に地域の福祉力を育み、人権としての社保活動を旺盛に

進め、健康格差にタックルする 2 年間にしよう」があります。平和や個人の尊厳を脅かすものに

対して、8 万人の職員と 370 万人を超える共同組織の仲間と一緒に勇気を出してタックルする

2 年間にしようということです。 

私が退職したのは 2004 年 2 月ですので、「医療・福祉宣言」に取り組んでいた時期です。そ

の後の民医連運動の大きな変化と視野を広げることの重要さを痛感しました。同時にこの大きな

課題を推し進める職員の育成・成長と、共同組織の発展が「カギ」であることも教えられました。 

ＯＢとなっても、自分の住む地域で、こうした視点を踏まえることが重要だと改めて感じました。

（大会方針を学ぶ機会をもてたらと思いました） 

 

  

 

 

１．秩父鉄道の振動と音・・・座って外を眺めると、ゆったりで旅に出た！ という気分になる。 

２．アマオウという名のいちご狩り・・・ 秩父鉄道の食べ歩きハイキングは楽しい。 

 旅館での昼食はおいしく、器も美しい。 

３．吉田の龍勢祭り・・・ 昼間の花火。熱のこもった口上の後、独特の打ち上げ。 

４．大滝温泉・・・ 内湯と露天を、裸で階段を昇降して温泉に入る。めったにないよ。 

 湯良し、眺め良し、満喫の立ち寄り湯。 

５．箕山
ミノヤマ

では思いがけない雲海・・・ 雨の後、大霧山方面に幽玄の世界が！ 現れる。 

６．秩父御岳山・・・ 三峰口発のバスを落合で降りて普
フ

實
カン

神社を通過。杉ノ峠から頂上への道 

とっておきの秩父 

広瀬 久子 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592763249/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGFyYS1nYWxsZXJ5LmNvbS90cmFpbjEuaHRtbA--/RS=%5eADBw__GiTH0bHfoZ8UoUgNdD31VSg0-;_ylt=A2Riva_wUe5eWgkAQQMdOfx7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1Ij0kr9VgXEAJDEdOfx7/SIG=13d9379i2/EXP=1438704756/**http:/antiquesanastasia.com/religion/references/other_religious_info/colombe/picasso.jpg
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 は魅力的。何故？ 石が多い。歩きにくい。神経を使う。楽しみ倍。 

７．ふくろ屋の饅頭・・・ どかんと餡
あん

入りで食べた！ 感じがする。子どものころ、母が長く 

 練った黒っぽいこし餡
あん

、丸めて積まれたのをパクリ！ うまい。 

８．これから・・・ ①贄川のかかし ②小鹿野の歌舞伎 ③長瀞のカタクリ   以上 

 

 

 

 

 

⁂ このご時世なのでてっきりＯＢ会だよりも休刊と思いきや、さすがですね。ビックリしまし 

 た。内容も充実してカラーもたくさんで読みやすく一気に拝読させていただきました。ご苦労 

と工夫のあれこれを思い感謝いたします。 

⁂ 深田さんのとりくみ、良いですね。いかにも深田さんらしいというか。今後の奮闘祈りま 

 す。喜長さんの訃報 驚きです。青柳さんや小田さんの文が喜長さんの人柄をあますことなく 

 伝えていたと思います。ありがとうございました。 

⁂ 「2020 年紙上お花見会」、桜が咲き始めると「春が来た」とうれしくなります。今年は桜 

 の花の上に雪が降りました。金子さんの写真は記念になります。 

⁂ コロナで何となく暗い気持でいましたが、２０２０年紙上お花見会は華やかな色のある世界 

でとても暖かな気持ちになりました。特に夫は岡村さんの遠近感のある写真画像がお好みのよ 

うです。高橋さんの訃報には驚きました。ご冥福をお祈りいたします。 

⁂ 喜長さんのこと、とても残念です。西の方で女性の組担を指導するために・・・と挨拶を小 

 さな声で言ったことが耳の奥に残っています。本当にやさしく面倒を見てくれました。 

⁂ 災害アンケート、良いタイミングでの実施でしたね。大事だと思ったこと、初めて知ったこ 

となど一つ一つをこれからの生活にいかさないと・・・強く思いました。 

⁂ 「ＯＢ会だより 142 号」の表紙は私のふるさと秩父地方の写真でした。雄大な山々と案山 

 子は、故郷をなつかしく思い出し癒される心地がしました。今年はコロナウイルスの影響でお 

花見にも出かけられなかったので、紙上でお花見をさせていただきました。特に秩父札所 23 

番音楽寺の桜は十数年ぶりで堪能させていただきました。 

⁂ 紙上お花見会のページを見てホッとしました。こんなにあちこちに咲き誇っていたのかと。 

 色も綺麗だし癒されました。 

⁂ ＯＢ会だよりは文字も大きく、写真掲載も多いので大変読みやすく拝見しています。4 月に 

古希を迎えましたが、誕生日カードをいただき大変うれしかったです。ありがとうございまし 

た。時節柄、大変厳しい社会環境ですが、みんなで心を合わせ乗り切っていきたいと思います。 

ＯＢ会だより 
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 「コロナ禍でのわたし」「会員通信」にたくさんの 

お便りをいただき、ありがとうございました。 

みなさんが各地で、元気に楽しく活躍する姿が眼に 

浮かび嬉しいです。現役時代、文句を言いながらも 

培ってきた力が、こういう時に発揮されましたね。 

きちんと意志をもって、楽しく頑張っていこうとい 

う気持ちが強くなります。かけがえのないＯＢ会の仲間たちです！（Ｋ） 

 

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 
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