
埼玉民医連退職者の会                第 144号 

                          2020 年 10 月 25 日 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挑戦シリーズ 

№44 

 ＯＢ会 

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  松本 幸子さん 

     介護を必要とする人に、少しでもお役に立てればとの思いから   

    訪問介護ヘルパーに挑戦 車で地域を走りまわる姿はこれからも続く。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 行田協立病院に 22 年間勤務、現在は羽生にある訪問介護ステーション「大笑」で週 4～5 

日ヘルパーをしています。共働きの私を、家事・育児と支えてくれたのは母で、その母が体調 

を崩した時、充分な援助ができなかったことを今も後悔しています。その思いから介護を必要 

とする人に少しでもお役に立てればと通信教育で学び資格を取得しました。自宅を訪門、利用者

さん一人ひとりの生活を尊重しながら、一緒に喜び生活をしていくためのサポートはやりがい

があります。（松本さんは医療生協の支部長、生活と健康を守る会の会長でもあります） 
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♪♪ 高橋 恵子さん♪♪   

入職して早や 30数年があっという間に過ぎ、3人の孫のババになるような歳になってしまい

ました。風貌も昔と大きく変わり今は面影もありません。週末は 50 代に購入した古民家で田舎

暮らしをしています。老健「みぬま」に勤務しながら、会報を時々読ませていただいていますが、

諸先輩のお仲間に加わることが気恥ずかしくもあり楽しみでもあります。よろしくお願い致しま

す。 

♪♪ 松川 淳さん♪♪ 

 1983 年 4 月に大学を卒業して開業 5 年目の埼玉協同病院に就職し、37 年と 5 カ月埼玉民

医連オンリーで仕事をしてきました。2020年 5月に還暦を迎え、この 8月末で退職しました。

たくさんの仲間たちと仕事について学び、仕事以外についてもいろいろなことを教えていただき

ました。先輩方には大変お世話になりました。 

 退職にあたって、多くの人から「退職後はどうするの？」と聞かれました。他の組織で働くこ

とや起業することは考えていません。つまり「何もしない」事を選択しました。と言っても家の

中にこもっているということではありません。コロナ禍における過ごし方のひとつかもしれませ

んが、「引き籠り」ではありません。37年という年月を生き抜いたことへの自分へのご褒美と家

族や周りの人のための時間を使いたいと考え「何もしない」事を選択しました。 

 「何もしない」と言っても、これまでできていなかった日用品の整理や孫と遊ぶこと、好きな

小説を読むこと、実家に一人でいる母親に会うことなど、あっという間に毎日が過ぎていきます。

ある意味「何もしない」は悪くないなと思っています。これまで決まったことを決められたとお

りにこなし、結果を残していくことで目標の達成を行ってきました。今は思いついたことを思い

通りに実践して、自分が満足することで日々の充実感が得られています。 

 いつまで「何もしない」が許されるかわかりません。何かを行わなければならない時がくるか

もしれません。それまでの間「何もしない」を継続して、自分と家族のために時間を過ごしたい

と思っています。そして何かお役に立てることがあればお声をかけていただければと思います。

「何もしない」の範疇でお伺いいたします。    

 

 

 

 

 

 

新入会員紹介 

 来春の総会時を目標に「埼玉民医連退職者の会 30 年誌」を準備中です。

「こんなものを掲載したら」「こんな写真は？」等々ありましたら、ぜひ 

お寄せください。会員皆さんの笑顔と一言も予定しています。 

ご協力をよろしくお願いします。       2020.10 幹事会 
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 毎年8月６日が近づくと心と足が広島に向かう。平和記念式典への参列はもう数十年になる。

例年約 5 万人くらいが参列する式典だが、今年はコロナウイルスの関係から大幅に縮小、被爆

者や遺族ら 800人に制限、、付き添いの夫とともに参加したが、埼玉県代表は私一人。 

 父が広島刑務所勤務だったので所内の官舎が自宅だった。爆心地から 1.5 キロの刑務所近く

で友達 6 人で遊んでいた時、突然ピカッと光った。記憶はそこまで。目が覚めると、息苦しく真

っ暗。あらゆる建物はぺしゃんこで、がれきの上に座る自分だけがいた。（これ以降の詳細は埼

玉ＯＢ会発行「戦後 70 年・被爆７０年 私のメッセージ」をご覧ください） 

 夫の転勤に伴い川口市に転居。42歳から埼玉協同病院に看護師として勤務、肥田先生を知り、

県原爆被害者協議会（しらさぎ会）に入会。「原爆の恐ろしさは被爆者でなければ語れない。生

かされた自分が今、伝えなければならない」と思いから語り部の活動を続けている。 

 平和記念式典で幼児の姿を見ると頬が緩む。子どもたちが「原爆」という過去を知ってくれる

ことに安堵を覚える。大人になったら、「考える」人になってほしい願う。「被爆体験は聞いて終

わりじゃない。これからの平和にどうつなげていくのか。若い人にかかっている」と思う。 

     

 

疎開先の香川県の田舎で、国民学校５年生で終戦になりました。 

それまでの学校は綿入れの防空頭巾を持って、軍歌を歌いながら隊列を 

組んで登校する毎日でした。道で先生に会うと、「歩調とれ！ 頭右っ！」 

と班長の号令がかかり、素足にわら草履、もんぺの足を高く上げて、 

ざっざっと行進しいっせいに顔を先生の方にピタッと向けるのでした。手旗信号やモールス信号

の練習、校庭をつぶしてサツマイモを植えたり、出征農家への手伝い、いなごとり、山へ行って

どんぐりや落ち枝拾いなどの毎日、お弁当はご飯の真ん中に梅干しだけの日の丸弁当でした。弁

当箱のふたに白湯桃が配られましたが、みんな梅干しの当たるところがいたんで穴があきそうに

なっていました。 

 戦争が終わって、空襲がなくなり、明るい電灯がつき、班長になぐられながら隊列を組むこと

もなくなり、それはどれほどかうれしいことでした。江戸川乱歩や佐藤紅緑を夢中で廻し読みし、 

ローマ字や簡単な英語をおぼえて戦後が始まりました。 

これからの平和につなげるために 

戦後 75年 

被爆 75年 

木内 恭子 

仲村 敬子 ７５年前は・・・ 
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   「戦後」 が このままつづいてほしいです 

                         小田 政満 

 終戦から間もない頃、上空を通る飛行機の音が聞こえると防空壕へ 

逃げる、子供心に脅えていました。それは大人になってからも飛行機の 

音が怖く一瞬驚いていました。戦後の貧しさは今では想像できません。 

食べ物がなく、衣類も洗うことなく着ていたのでノミに食われ、履物もなく素足で、寒いときな

ど大変だったのを覚えています。教科書は兄の譲受で汚い教科書でした。 

 どうしてうちは貧しいのか？大人になるまで貧乏を恨んでいました。昭和 42年、さいわい診

療所に入り、いろいろなことを学びました。戦争は人を殺し殺され、必ず貧困と飢えが待ってい

ます。未だに世界のどこかで戦争が繰り返されています。私の 75 年は貧しく大変でしたが、戦

争のない平和な時代を生きてきたと実感しています。平和こそ一番と思い、戦後がこのまま続い

てほしいと願っています。 

 

 

 

  

 

    

                本当にお世話になりました    前田 文代 

 「技術部は技術だけでなく技能も大切にする集団であるべき」各人の専門職能の話からだと思

います。昔の話なので忘れましたが、どういうことかと思うこともなく大出さんと二人で言い返

し大宮駅で別れたのは約 30年前のことでしょうか。 

 診療ということにこだわった荒垣さん、当直を最初に導入した荒垣さん、今の医療生協の先駆

けを考えたのでは？ 相手の話を大事に寄り添うことを教えて頂きました。自分の世界しか考え

られなかった私にとって、その後の道を考えさせてくれた友人です。荒垣さんは「最後は診療放

射線技師の仕事をする」と言って 3 月まで技師で撮影をしていました。私も退職後は法人の監

事として、今はＯＢ会の幹事会に係わっていますが、荒垣さんからは「出来ることはするから臆

病がらずに何でも言ってくれ」と言われました。ふれあい会館に行く際には埼玉協同病院に行く

ついでだからと送り迎えをお願いしました。嫌な顔一つせずお付き合いをしていただきました。

あっという間に私たちの居場所から違う世界に逝ってしまいました。悲しみが増大します。 

本当にお世話になりありがとうございました。 

 悲しいお知らせです。荒垣克己さんが９月１６日、入院先の 

埼玉協同病院で亡くなりました。享年 67 歳。 

2 月のＯＢ会総会時には元気に走り回ってお手伝いいただいた 

荒垣さんの姿が思いだされます。ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

荒垣克己さんを偲んで 

荒垣さん 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481764660/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyZWUtaWxsdXN0cmF0aW9ucy1sczAxLmdhdGFnLm5ldC90aHVtMDIvZ2kwMWEyMDE1MDMyNTA5MDAuanBn/RS=%5eADB0pkBijEE2k.ZsRPR3LZzSahI9lA-;_ylt=A2RCL5O0nVBYwGEAOAGU3uV7
https://season-freeillust.com/spring/spring14.html
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1488689782/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3Q1NzYucG5n/RS=%5eADBwJ6MO5GtyAm8jF8sxrRW8nDaDMo-;_ylt=A2RCMZH2SLpY9Q4A7zuU3uV7
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   あのころの経験 

病棟班会もカラオケも楽しかったです 

訃報・・・突然の訃報でした。荒垣克己さんが亡くなられたとの知らせ。 

入退院を繰り返しているとは聞いていたが「まさか」という思い。荒垣氏とは 

埼玉協同病院の技術部科長会議（技術部）を通じて、また飲み会等で親交を重ねていました。 

いつも穏やかな笑顔と柔らかな声で優しく接して頂いたことが強く印象に残っています。あまり

に突然のことで、ここで何を書き残したらいいかのか、心の中がまとまらずにいます。 

1993年ころ、埼玉協同病院では「病棟班会」に取り組んでいました。技術部では荒垣氏の放

射線科をはじめ薬剤科・食養科・リハビリ科・検査科の５部門が月曜～金曜まで週５日にわたり

入院患者さんを対象に其々の部門の特徴をいかし、療養に役立つ情報・実技の提供、退院後の自

立した生活改善へのサポートなどに取り組みました。当時、技術部は結束が固く荒垣氏はその接

着剤のような存在でした。よく病院近くの飲み屋さんで盛り上がり、勢いをつけてカラオケにも

行きました。私も上手な方だったのですが、荒垣氏はいつも私より高い点数をだし、もう彼より

高い点数を出すことは出来ず残念の一言です。私にとってこの当時の経験が一番楽しかったよう

に記憶しております。ご冥福をお祈りいたします。 

 

 

 

     松本 光正 

 コロナ旋風が吹き荒れ、私の身の回りにも沢山の不都合が起きています。 

しかし、不都合を嘆いていては命によくありませんので、コロナがくれた良い面を述べてみます。

一つは時間が沢山出来たことです。講演、諸会議、会合であちこち出掛けていたのがすっかりな

くなり時間に余裕が生まれ、机の前で過ごす時間が多くなりました。お陰で普段は読まないよう

なこれぞ書籍というような数百頁の本を何冊か読んで、「読んだ－！」という満足感に浸ってい

ます。さらにコロナを医師（科学者の端くれ）として、もう少し詳しく知りたいと、ネットをあ

れやこれや検索する癖がつきました。検索すると、あるはあるは、沢山の情報があることがわか

り、これを片っ端しから読んでいます。また免疫やワクチンなどの知識が足りないことに気づき、

これもまた本を読み、ネットを通してあれこれ勉強しています。これがもっぱらの楽しみです。

次に、この機会にもう二、三冊本を出版しようと思い毎日パソコンを叩いています。お陰で 4 月

10 日に一冊出版出来ました。更に最近、もう二冊分できあがり、出版社に送りましたが、さあ、

本になるかどうか・・。また、WEBの会議、会合という全く新しい経験が出来ました。まさか

自分が、これらを経験するとは夢にも思いませんでしたが、私もやったんですよー。自分自身驚

岡村 和夫 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMGsUINdU60UATSYdOfx7/SIG=11toe3d92/EXP=1423470996/**http:/hamakko.info/paint/2012/120602.jpg
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1541814508/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTM0MDk-/RS=%5eADB9R_7XbtW6NiAjXVNRJMj2TA1KH0-;_ylt=A2RCK.9s5.RbAVsA2gKU3uV7
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いています。更に、ネットで講演までやりました。それも 2 回もです。いやいや、たいしたもの

です。コロナのお陰です。その他にも長年のトイレの黄ばみ除去、片付けなどなど、良いことも

いっぱいありますね。さあ、この時期を大いに活かして前に進みましょう。 

 

     髙橋 輝子 

小学 3年生の孫と一緒に生活しています。 

3 月 2 日からの長い休校は毎日の昼食作りや小学校からメールで課題が送られて来るので宿題

(勉強)嫌いの孫との格闘でした。孫はどこにも出かけずテレビばかり。ただ近所の子ども達と遊

ぶことをとがめる人がいなかった事は救いでした。5 月下旬から分散登校が始まり、6 月下旬か

ら通常登校が始まると今度は朝「気持ちが悪いから学校に行かない」と登校拒否に。 

7 月中旬からは毎日登校しているが 8 月 1 日からは夏休みです。夏休み明けはどうなるだろう

か。まだまだ続きそうなコロナの問題。子ども達にどんな影響が出てくるのか心配です。 

 

        吉原 恵美子 

コロナの影響について考えた。たちまち職を失い生活できなくなる人がいる。いつまでも収束

しない中で、コロナ患者への対応でストレスを感じ疲弊している医療、介護の仲間がいる。アル

バイトを制限され学費が払えず、生活もままならなくなった学生がいる。その中で年金生活を送

る私は、いくらかマシな生活が出来ていると感じる。現役を退いて、毎日出かけるところもない、

決められた金額で生活する術を覚えた。強いて言えば、無料の公共施設に行けなくなった事くら

い。年金生活者の文化レベルは、コロナと関わりなく低いと自覚した自粛生活だった。家の中で

じっとコロナ嵐が過ぎ去るのをいつまで待てばいいのだろうか? 今できる事は、何だろう? 

 

      高橋 正幸（妻ふみ子） 

 「もう帰ってくるはずなのにどうしたんだろう？」と思っているところに帰ってきた夫。 

「困った。自転車のカギがないんだよ」聞くとセブンでおにぎりを食べて帰ろうとしたら自転車

のカギが見当たらない。お店の中を探したけれどない。もうすぐ夕ご飯だというのにどうしてお

にぎり？ 本当にこらえ性がない！と頭をかすめるが、それは横に置いて。私がイメージしたセ

ブンまで行くと違うと言う。「広い通りを越したセブンだ」と。そんなこと言ってもと思いつつ

セブン 2 件目、3 件目も✕。4 件目でやっとたどり着いた。「この自転車のカギがないんだよ」

と。店員さんが「この自転車は朝からここにありましたよ」あたりを見渡し、「ここにカギの付

いた自転車がありますけど？」オ― まさしく夫の自転車。「よく似ているから間違えますよね。

気をつけてお帰りください」優しい言葉に送られて一件落着。夫 認知症歴 5 年、この 3 月か

らデイサービスにも通い始めました。夫婦ともども日々皆様に助けられながら暮らしています。 
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     権田 圭助 

コロナ禍のもと 皆さんいかがお過ごしですか？ 

私のレッド・パージ反対全国センターなどでの活動も、会議を 

予定通りにできず苦労しています。レッド・パージが 民主診 

療所（民医連運動）誕生の原点です。私たちＯＢ会もその一環 

ですよね。酷暑ももう少し、お互いに体調を整えて頑張りまし 

ょう。2020年 9月 11 日。 

 

                高田 くにゑ 

元気でいます。俳句の会もコロナで集まれず通信でやっています。 

人と会えないということは、さみしいですね。家にばかりいるので元気がでないです。 

所沢診療所で一緒に働いた皆さん、どうしていらっしゃるのでしょうか？ 会いたいです。 

※ 田舎の水害(山形の河北町)の実家は大丈夫だったと聞きほっとしました。 

 

   栗原 和子 

7 月の誕生カード ありがとうございます。私の誕生日は毎年暑いですが、 

今年は梅雨が長引き、雨ばかり。コロナ感染予防のため外出は控え、 

雨がやんだ時に畑の草取り、結構忙しく動いていたので体力がついたか? 

総会の時いただいた オクラの種を蒔きました。綺麗な花が咲きましたの 

で送ります。我が家で食べるくらいは採れます。お元気で過ごしてください。 

 

     

                     猪股 浩 行田協立診療所（非常勤）  

５８歳の S さんは警備会社の登録社員。社員といっても日給制で建築現場の誘導員の仕事。

精神障害があるものの就業は可能で会社の借り上げ社宅で暮らしていたが、３月以降全く仕事が

なく給与明細は家賃のマイナスとなっている。幸いなことに障害者年金があるので何とか食いつ

ないできた。今までは毎月の労賃も入り生活の不安はなかった。年金が入るとすぐに、会社近く

のスナックで女の子相手におだを上げるのが楽しみだったようだ。そんな訳で月末になると通帳

も財布も残高なし、国保料も滞納、時々スマホも通信不可という有様。それでも単身なので、本

人ペースで好きなことをして暮らしていた。 

ある日ついに会社の役員がやって来て、社宅を出てもらいたいと言ってきた。それでは困ると

退去は何とか引き延ばした。会社も定額給付金の申請や社協の緊急小口融資を紹介するなど、あ

る程度の手は打ってくれたようだ。ただ、定額給付金が入るとスナックへ直行して鼻の下を延ば
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したのは言うまでもない。何とも憎めない Sさんではあるが、これからどうするつもりなのか？ 

雇用情勢が悪化すれば真先に切られ、生活困難となる。仕事が無くなれば同時に住む家すらなく

なってしまう。かつて福島の除染作業にも従事したという S さんだが、いいように社会に翻弄

されてきたわけである。現在、S さんには無料低額診療を適用し定期通院を維持している。当診

のすすめもあって社協の就業支援や生活困窮者支援、生活資金の貸付、フードバンクの支援など

を受けている。今後も仕事がなければ生活保護も視野に入れて対応していくことになっている。 

 

          マスコミを利用した人 

「女帝小池百合子」を読んで  金井 東望子 

              毎日新聞の本棚の蘭に「女帝小池百合子」の紹介があり、私自身 

            こ人はどうしてカイロ大学卒なのか不審に思っていましたので購入。 

          ノンフィクション作家の石井妙子氏は、以前に小池百合子を書いてみない 

          か、と薦められていたがその気にならずにいたようです。４年前の都知 

          事選で対抗候補の鳥越俊太郎さんを「病み上がりの人」と、言ったのに違

和感を覚え書く気になったそうです。夫は「へえ～買ってきたの」と言いながら先に読み出しま

した。私は望月衣塑子氏の本を読んでいる最中だったので、「ま、いいか」と無視していました

が、「これは父親の血を引いたんだな～」とか「男は若いかわいい女性に弱いんだよな～」とか、

ウルサイ！ 予備知識を注ぐな、黙って読め。 

彼女のキャスター時代は知らないが政界渡り鳥と言われたことは知っていた。何を求めて突き

進んで来たのか、そして何を求めようとしているのか時代背景とともにその謎が解き明かされる

本です。我が家だけではもったいないと、友人に薦めましたが「小池百合子は嫌いだから」と断

られましたが強引に薦め、読み終えた彼女は「小池百合子の謎がだいぶ解けた」と。今、我が家

にその本はない。次の人、はたまた次の人へと渡り鳥ではなく渡り本として出張中です。著者が

３年半かけて１００人以上と対面、カイロに飛び完成させた本です。貸してではなく買って読ん

で。コロナ騒ぎで特別給付があったのだから。 

余談ですが、私が長年髪カットしてもらっている男性美容師に夫の言う「男は若い・・・うん

ぬん」の話をしたら「男はそういう者なんだ」と。不思議。 

 

     介護保険制度の改善求め 要望書を提出     朝妻 幸平 

 2021 年は 3 年に 1 度改定される介護保険制度の第 8期改定期にあたります。新座市では計

画策定にあたり市民から意見を公募したので、医療生協支部として市や国に要望を出す「よりよ

いまちづくり」運動に取り組みました。 

１．介護施設の整備について・・・ 

投 稿 

http://free-line-design.com/?p=232
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介護での市民の最大の願いは特別養護老人ホームの増設です。新設計画を検討してください。 

２．介護保険料について 

介護保険料が高くて大変との声が数多くあります。低所得者層に配慮し軽減を図ってください。 

 紙おむつなど利用料助成制度を復活し、助成制度の一層の充実に取り組んでください。 

３．認知症対策について  

認知症対策の現在の到達点を明らかにし、一層充実した対策に取り組むことを強く要望します。 

４．介護予防事業の充実を求めます 

 医療生協も「いきいき体操」に取り組んでいます。市が行っている「元気アップ広場」の回数 

を増やしてください。 

５．「介護保険事業計画推進委員会」への要望 

 ・計画推進委員会は、市民の傍聴は可能ですが委員と対話できる機会は 

ありません。「懇談の場」を設けてください。 

 ・計画推進委員会は市が決めた有識者や団体で組織され公募していません。 

一層充実した推進委員会を作るために公募をおこなってください。 

 

肺炎になりました。コロナじゃないヨ！     神作 信男 

 血痰も出てゼイハーゼイハー。区内の民医連のクリニックを受診、レントゲンを撮り肺炎との

診断。翌日、入院予定の病院へ。ＣＴ・ＰＣＲ検査をやり病室に行きました。知らないうちにか

みさんがいなくなり荷物だけでした。病棟入り口で止められたようです。部屋は４人部屋に一人。

携帯電話は気がねなくかけられました。翌日にＰＣＲ検査の結果がでて陰性。さあ大部屋かと思

ったら、結核の検査結果がでていないので部屋から出られない。それまでは部屋の向かい側のト

イレには人がいない時に行くようにとのことでしたが、今度はポータブルトイレ。やっと結核も

陰性とのことで４人部屋に。医師は普通の肺炎ぽくないと、様々な検査をしましたが特定されず、

点滴を８時間毎に６日間、１８日間の入院でした。入院は４０数年ぶりでした。３年前に旅立っ

た息子の１８回 122 日の入院に付き添い、１月はボンボンベッドで掛けるものも追加しないで

冷えてしまったのです。その年ＰＬを飲んだら改善したので、そうか風邪かと思ったのです。そ

して４年半たって爆発したのかと思いました。今はたまにアスベリンを飲むだけになりました。

もし、この推論が当たっていれ今回の入院が生きるかなと思うし、息子も喜ぶと思います。 

 

 

 

埼玉県原爆被害者協議会（しらさぎ会）から被爆 75 年記念 未来への伝言「原爆許すまじ」

第 3 集が発刊されました。ご希望の方はしらさぎ会事務局まで。1 冊 2000 円（送料込み） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508982523/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dzMucGxhbGEub3IuanAveW9zaGluYXJpL2ltYWdlX0Iva29zdW1vc3UuanBn/RS=%5eADBXkNXz2Usb2n65iygl_P1rc5E53g-;_ylt=A2RCKwd67e9ZNW0AmwKU3uV7
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 第 54 回埼玉平和美術展は 8月、県立近代美術館（北浦和）で開催されました。 

戦後 75 年を迎えた今年、約 100 名から 250 点 平和を願う力強い作品が揃いました。 

ＯＢ会のメンバー11 人も書・油絵・墨絵・写真・絵手紙など 20 点を出展参加しました。 

 

    かつての同僚 3人で 平和美術展を鑑賞 

 例年はお盆で帰省しているのですが、今年は帰れず 13日にかつての同僚 3 人で埼玉平和美

術展に行ってきました。たくさんの作品の中に民医連ＯＢの知っている方たちの展示に、退職

後に知的な趣味として素晴らしいなあと、凡才の私はうらやましく拝見してきました。趣味と

は言えないくらいの出来栄えに感心し見入っていました。今年は母の初盆でしたがコロナ禍で

帰れません。皆さんのステキな作品を堪能できてよかったです。来年も楽しみにしています。  

14 年続いた母の遠距離看護・介護も、1 月にあった後は面会もできないまま 6月に旅立ちま

した。いまだに時々、本当に亡くなったのかなと思うことがあります。 

        絵手紙が平和美術展に 

 たくさんの大型作品の中に、はがき大の絵手紙がひょんなこと 

から初出展です。作品は 9 点の絵手紙。（上段左から順に） 

１．カラスウリ：三つ子があかくなるさま。 

２．なす：実はどう付くのか？ 

３．花時計：シラー・ペルビアナの花。 

４．ウスメバル：メバルの仲間で、横向きはいか 

  つい表情、縦にすると穏やか。 

５．踊り：布地のコースターが踊るの？ 

６．コロナ：木の実の可愛い工作品にヒントを得て。  

７．温泉・・見晴らしがよい望郷の湯。 

８．ワルナスビ：紫の愛らしい花。トゲが葉の表や 

  裏、茎にある。有毒のソラニンが全体にあるの 

  で牧草地では牛が食べないよう注意している。 

９．オクラ：美しい黄色の花は午後しぼむ。実は天を 

  突くように伸びる。  

阿部 テイ 

広瀬 久子 

 

初出展  広瀬久子 
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※ 退職者の会報、読みました。コロナで皆さんがどんなふうに過ごしていたのか、よくわかり 

 ました。そして牛渡さんの報告書、現場の声がよく理解できました。「職員を褒めてあげて」

感想には牛渡さんの優しさが滲み出て、感動してしまいました。 

※ 今月のＯＢ会だよりを開いて思いがけないプレゼントにびっくりしました。近頃はＯＢ会だよ 

りも知らない方が多くなり、何となく疎遠に感じていましたが、このようなイキなはからいをして 

いただいて嬉しくなり、早速飾り棚に置きました。私の誕生日までおいておきます。この年齢にな 

ると「花ごよみ」を見て一人うなづいているくらい。唯一パッチワークの仲間が集まって、お互い 

の誕生日には持ち寄りランチをして祝っているのが、この数年楽しい誕生祝になっています。 

 今年は 83 回目の誕生日を迎えるのに楽しみが増えました。 

※ 全国民医連の４４回総会で、増田先生が会長に選出され、その時の記念講演が元会長だった

肥田先生とはびっくりです。すごいことですね。現役のころは全国のことなど考えることなく

過ごしてきましたが、清水さんや若杉さんの記事からＯＢとしてできることを考えたいです。 

※ コロナ問題への医療生協さいたまの対応を読みながら、事業所の様子や職員の頑張りがよく

伝わってきました。ご苦労様です。また、「コロナ禍のわたし」特集には２５人もの会員がそ

れぞれの地域で事業所を支えたり、地域で輪を広げている様子も伝わり、現役もＯＢもすごい

ですね。このような記事は元気になります。事業所の現場の様子も時々知らせてください。 

※ 16 頁とページ数も多かったのですが、一気に読めました。特に院所のコロナ対策に関する 

 様々な困難な状況やその対策などわかって、今更ながらその大変さ、ご苦労に何の協力もで 

 きなかったと心が痛みます。「ＯＢ会だより」でＯＢの方々の活発な様子に元気をもらってい

ますが、今後も院所の活動や問題意識などもより一層掲載（可能な範囲で）していただくとい

いかなと思いました。 

※ コロナ禍の中、会員の活動が会報に反映されていて、何回も読み返す人が多いのではないで 

 しょうか。今のエネルギーを忘れないで、今後も会報を通して交流しましょう。グチ、笑い話、 

 得意なことなどで会報を盛り上げましょう。 

※ 動物写真家 岩合光明氏の猫番組への追っかけをしている私は、143 号の岡村和夫さんの

「かわいくない猫」がなんともフテブデしくて、家で飼われていない猫のこちらを見つめる目

の距離感がよかったです。 
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コロナ禍の下 TV 前で過ごす時間が増えた今、心に残った TV 旅（京都）を   

紹介します。一つは「京都五山の送り火」 今年は規模を大幅に縮小し、特別

な形での生中継。追悼の意を込めた京フィルの生演奏、華道家元は「鎮魂」をテーマに生け花、

点火された灯は夏の夜空を焦がしています。「送り火は平和だからこそ灯がともる」歴史と伝統

にふれた丁寧な説明に涙がこぼれました。もう一つは「日本の月の夜」 この番組では、「月見

の館」京都・銀閣寺から“至高の月”が映し出され、言葉を失うほど見事にきれいでした。 

10 月 1 日は中秋の名月、翌２日は満月。自宅のベランダから高く遠い月を眺めましたが、それ

でもこの目で見るのが一番と思いつつ、来年こそはみんなで集まり、会話を楽しみながら、そろ

って出かけられるようになりたいですね。（よ） 

あとがき 

私の作 展 

今が盛りの「さるすべり」 

       小田政満 

 

 

玄関、浴室へのお客様「ヤモリ」 栗原和子 

秋海棠 岡村和夫 

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 

見沼の彼岸花 冨田厚子 

元気の素 広瀬久子 

三陸鉄道 岡村和夫 


