古紙配合率 100% 再生紙
を使用しています。

城南保健生協新春座談会

２ヵ所目のグループホーム建設の成功を

所
行
発

組織現勢（12月1日現在）

理 事 長

のお部屋にテレビがありませ

と思えるようにしていきたいと

ん︒居間に１台だけです︒そこ

専務理事

なった方が大勢いらっしゃいま

これは︑入居者の皆さんが︑

にみんなが集まってきてワイワ

常務理事

副理事長

﹁自分の家﹂という感覚で住

イできるところも﹁みちづか﹂

思います︒

まわれていることと︑スタッフ
認知症になったら︑その時はお

ならではのすばらしいところだ

す︒そして︑安定して生活して

の接し方が大きいと感じていま

願いします﹂と組合員になって

﹁みちづか﹂は︑入居者さん

す︒スタッフは︑入居者さんの

相 談 役

事

と思います︒

を﹂ということで大きな運動に

理

くださった方⁝皆さんの思いを

番安く生活保護の方も入居でき

なりましたが︑最初は試行錯誤

事

お話をしっかり聞いて︑ご自分

認知症の方は︑今後ますます

植田 ﹁みちづか﹂の１ヵ月

小関 保育運動が盛んだった
ると︑
大変反響があります︒
﹁ぜ

ます︒２ヵ所目のグループホー

││＊││＊││＊││

監

うけ︑この建設を成功させたい

ポストの数ほど

の入居費は１割負担を入れて約

ころ︑
﹁ポストの数ほど保育所
ひ２ヵ所目のグループホームを

ムも
﹁みちづか﹂
と同じように︑

問

でできないことは温かく見守り

増えていくと思います︒長崎市

グループホームがあります︒大

ことがありました︒旅行会や食

がますます広がっています︒グ

座談会出席者

所目のグループホーム﹂を大き

事会など︑いろいろなことを一
小関 理事長の小関です︒﹁グ

ループホームはもちろん︑低所

グループホームを

まへ﹁増資のお願い﹂をしてき

万円です︒これは区内でも一

いグループホームに

ました︒地域の方々とお話をす

つくってください﹂と高額の増

入居者の皆さんが﹁自分の家﹂

︻ ページにつづく︼

資をしてくださった方︑
﹁もし

顧

と思います︒

いらっしゃいます︒

今年もよろしくお願いいたします

ながら︑少しだけお手伝いしま

は人口は 万人で１００ヵ所の
ず相談﹂を行っていると︑高

田区は人口 万人で現在 ヵ所

また︑大森中診療所で﹁よろ

い︵仕事︶をしたくてしょうが

齢者の方々の生活相談が大変多

す︒入居者の皆さんは︑お手伝
ないんです︒料理も洗濯も掃除
もご自分でやられます︒その時
の皆さんの顔は本当に輝いてい
ます︒
植田 小関理事長は︑日常的
に地域の方々と触れ合う時間を
とって︑気になる方のご自宅を
訪問したり︑相談等も行ってい

ますが︑その中で感じることな
どありましたらお願いします︒

地域の方々の

植田
︵司会︶ 新年あけまして

なテーマとし︑また︑介護や医

緒にやりながら︑ご家族の方に

ループホーム﹂は現在大田区に

得者でも入れるシルバーピア建

経験と交流でよりよ

期待をひしひし
おめでとうございます︒
昨年は︑

療︑生活なども含めいろいろな

も励まされ感謝されながらやっ

ヵ所あります︒まだまだ足り

設運動も並行して行っていきた

のグループホームしかありませ

介護保険制度︑医療保険制度の

角度からお話ができればと思い

てきました︒
﹁みちづか﹂の定

ません︒城南保健生協は２ヵ所

いと思っています︒

い︒地域では困っている方がた

改悪など︑国民︑とりわけ高齢

ます︒それでは︑橋本さんから

員は９人ですが︑そのうち６人

目のグループホーム建設を計画

と感じています

者いじめの政治が行われてきま

口火をきっていただければと思

の方が３年間変わらずにいらっ

ん︒

した︒このような政治は決して

います︒

し︑昨年９月から組合員の皆さ

英行（写真）
くさんいらっしゃる︒格差社会

許すわけにはいきません︒城南

しゃいます︒かえって元気に

年を振り返って
橋本 グループホーム﹁虹の
家みちづか﹂所長の橋本です︒
昨年 月１日で開設から３年に
なりました︒３年間いろいろな

13

﹁誰もが安心して住みつづけら
れるまち﹂を柱に︑さまざまな
運動の輪を広げていきたいと思
います︒
今回の新春座談会は︑現在
準備のすすめられている﹁２ヵ

12

＊唐沢

12

小関
植田 栄一（専務理事）
大澤千恵子（ヘルパーステーションすずらん所長）
橋本 雪子（グループホーム虹の家みちづか所長）

﹁みちづか﹂の

2006年早春ジョギング大会より
保健生協では︑今年も引き続き

地域のネットワークをひろげて

46

62

直彦（理事長）

4

3

12

大田区大森東 4 − 6 − 14
TEL（3 7 6 2）0 2 6 6
振 込 銀 行 さわやか信用金庫大森支店
口 座（普）0 4 6 9 4 5 9
発
行 「城南の保健」編集委員会
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城南保健生活協同組合
本部事務局

組 合 員 数
23,793 世帯
出 資 口 数
73,795 口
11月の新規加入
82 世帯
11月の増資口数
2,013 口
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小関 直彦
安斎 晴夫
色部
祐
松川 久男
村松
茂
植田 栄一
大澤千恵子
志田 恵子
橋本 雪子
横山 直城
浅見美代子
石川 八郎
市川
由
楳田 政代
海老根紀子
江部 謙五
大川
進
金子ミサ子
川崎恵理子
神田 瑞穂
清本 勝三
工藤人喜江
古口 敏行
小林 秀男
後藤 正明
白石 芳枝
下山 珪子
高島
進
高田
宏
高橋貴美子
戸張 由子
丹伊田恵寿
前沢 淑子
三上志津子
村田 俊広
森
光男
柳田紀久子
吉田 由紀
横山 聖子
荒川
侃
片岡 君子
須山 恵子
阿部 隆雄
石向 石雄
秋田 穫雄
池山 鉄男
可知佳代子
丸茂 勇夫

しながらでうまくいかなかった

││＊││＊││＊││
その人が今までどんな生き方を

ています︒一人の人間として︑

では﹁みちづか﹂は自信をもっ

にその人を支援するという意味

さんと一緒に考えていける施設

のですが︑このことを地域の皆

こともある﹂当たり前のことな

こともある﹂
﹁寝たきりになる

﹁人間は誰もが認知症になる

か﹂
の所長は私ですが︑﹁看護師﹂

きいと感じています︒
﹁みちづ

設長︵所長︶の役割はとても大

り︑施設に入った方にとって施

橋本 いろいろな事情があ

大きな街ではなく︑イメージで

ことだと思います︒
﹁まち﹂は

﹁衣︑食︑住﹂があった上での

めには︑医療や介護だけでなく

大澤 健康に暮らしていくた

心がけてがんばっていきます︒

瞬間がよかったと思えるように

たいと思います︒
その時の瞬間︑

とりに寄り添って支援していき

橋本 ﹁みちづか﹂で一人ひ

ける力が大切です︒保健生協を

泣かせです︒この悪政をはねの

金⁝と︑どれをとっても高齢者

介護保険制度︑医療制度︑税

倍政権と悪政が続いています︒

なりますが︑この間︑小泉︑安

小関 理事長になり４年目に

うございました︒

いきましょう︒本日はありがと

と一緒に大きな運動を展開して

組合員の皆さん︑地域の皆さん

と大きな課題ではありますが︑

1, 000人

625人

62. 5％

2007年 新春講座のお知らせ

弁護士９条の会・おおた

「憲法9条を軸に21世紀の日本」

〜世界を視野に入れ、
戦前・戦中・戦後を生きた財界人の直言〜

正治さん

（経済同友会終身幹事）

様︑④同じ子の靴下︑⑤
女の人のエプロンの襟︑

もっと大きくしていきます︒そ

大腸ガン検査

③子どものセーターの模

そして最後は入居者の皆さんに

して︑頼りになる保健生協にし

みつづけられるまちづくり﹂

43. 3％

①男の人のはちまきの模
様︑
②同じ人の下駄が靴︑

きる小学校区くらいの大きさで

も︑ご家族の方にも﹁すばらし

ていきます︒
大澤 ヘルパーさんたちもが

﹁２ヵ所目のグループホーム﹂

年度末（３月）までがんばっていきます。
とりわけ、今回は、「２ヵ所目のグループホーム建設成功
のための増資（大森東地域を予定）
」に力を入れてきました。
3, 000万円という大きな目標でしたが、２ヵ月という短期間
の間に700万円を超える増資を寄せていただくことができま
した。いよいよ今年より本格的な準備がはじまります。引き
続き組合員の皆さんと一緒にとりくんでまいります。
月間（10月、11月）の到達は以下の通りでした。

︻まちがいさがしの解答︼

カゼぎみだけどこの程度なら病

成り立つことが理想だと思いま

い人生だった﹂と思っていただ

きたいと思います︒

植田 認知症があってもなく
院にいかなくても大丈夫だろう

す︒今後︑自治会や町会との懇

ければと思っています︒
んばっています︒利用者さんが

の４課題を中心に組合員の皆さんと一緒にとりくんできまし
た。多くの組合員の皆さんにご協力をいただきましたことを、
この場をおかりしお礼申し上げます。残念ながら目標には到
達しませんでしたが、引き続きできる限り目標に近づくよう

⑥犬の首輪︑⑦もちの巻
き方

ところもあるのですが︑いろい
してきたのか？ その人に寄り
が求められているのだと思いま
という立場から︑
食欲がどうか︑

くり運動﹂とあわせて行ってい

ろな経験からすばらしい運動と
添った支援とはどんなことなの
す︒
ても︑誰もが高齢になり︑一人
という判断などもできますし︑

談をしていくことも重要です︒

のだと思います︒

なり︑たくさんの保育園ができ
か？ をいつも考えていること

植田 さて︑大澤さんは︑ヘ
ひとり違うわけですが︑そうい
日常的な健康管理全般を行えま

その中から﹁安心して住みつづ

︻ ページよりつづく︼

ました︒保育園の中身︵質︶も
が大切だと思います︒

ホームも今後増えていきます︒
ルパーステーションすずらんで
う﹁安心のまち﹂はどうやった
す︒そしてその責任者がさまざ

今年度の抱負

よくなってきました︒グループ

まだまだはじまったばかりで模
介護の実態をみていると思いま
らつくれるのでしょう

けられるまち﹂がみえてくると

﹁誰もが安心して住

索しながら行っていくことも多
すが︑在宅で困っている方など
まなことを﹁地域の方々と一緒

楽しさ︑うれしさ︑喜びなどを

植田

いと思いますが︑今後全国のグ
大澤 たとえば高齢になる

思います︒今後︑城南保健生協

たくさん感じ︑介護度が悪くな

城南保健生協では、10月１日〜11月30日まで仲間増やし
月間と位置づけ、「新規の仲間増やし」「２ヵ所目のグループ
ホーム建設成功のための増資」「民医連の月刊誌いつでも元
気の普及」「大腸ガン検査を多くの方へうけていただく」こ

FAX 03ｰ3734ｰ1584

と接してきてどのように感じて
にすすめていこう﹂という視点

の役割はますます大きくなると

13部

大田区蒲田5ｰ15ｰ8 蒲田月村ビル4階
東京南部法律事務所 弁護士 海部 幸造

ループホームの経験も学び︑交
と︑一つの病気だけでなく︑い
が必要だと思います︒

らないで︑また︑ヘルパーさん
たちが生きいきと働け︑
﹁気持

思います︒

ろいろな病気をあわせもってし
まう方もいらっしゃいます︒も

植田 やはり︑突きつめて

ちのいい事業所﹂をつくってい

お問い合わせ先

いますか︒

生活不安をなく

いくと﹁住みやすいまち﹂が求

きます︒

ちろんご家族との関係もありま

められているのだと思います︒

地域で行っている健康運動班

すのは地域の

植田 地域で暮らしている人

赤ちゃんから高齢者まで安心し

会では︑
﹁体操して気分が楽に

健康づくり運動
の実践

あるか︑往診をしてくれる医療

たちが具体的に﹁まちづくり﹂

て住みつづけられる街︒そんな

すが︑困った時に病院が近くに
機関があるか︑デイサービスに

を行っていくことの一つに﹁健

ネットワーク
大澤 すずらん所長の大澤で
行って楽しみながらリハビリも

時 2月27日㈫
18：15開場 18：30開会
場 所 大田区民ホールアプリコ
地下展示室（JR蒲田駅東口徒歩2分）
資料代 500円

流を積み重ねてよりよいグルー
プホームにしていかなければい
けません︒
植田 ﹁みちづか﹂は入居希
望の方が見学にこられると︑す
ぐに﹁ぜひとも入居させてほし
い﹂となりますが︑それはなぜ
す︒認知症ではないが︑
高齢で︑

などの声も聞かれます︒ご自分

30部

TEL 03ｰ3736ｰ1141

ですか︒

びながらすすめていきたいと思

が体験することで一人ひとりが

なった﹂
﹁今︑
とっても楽しい﹂
健生協でも今後積極的に展開し

います︒最後になりますが︑一

体のことを考えるようになった

街をいろいろな地域の活動に学

在宅では暮らせない︒診察をし

ていきたいと考えています︒健

言ずつ今年の抱負をお願いしま

と思います︒一人ではなかなか

康づくり﹂があります︒城南保

風呂がなく︑一人暮らしという

て具合が悪ければ入院できると

康についての意識は年々増して

す︒

できる⁝そういう連携がないと

方も多くいらっしゃいます︒そ

いう安心︒そういう安心がない

いますが︑このことを﹁まちづ

いつでも元気

話 品川

年金暮らしで︑アパートでお

ういう方々は﹁これから先どう

と施設に入ることにもつながる

24. 2％

ような場所をどんどんつくって

7

上の絵と下の絵で ヵ所まちがいがありす︒正解はこのページにあります︒

いきたいと思います︒

まちがいさがし

お

人権の尊重と
職員教育
橋本 見学にこられた方の中
やって生きていこう﹂という生

724万6千円

できないと思いますので︑この

には
﹁皆さんの顔をみていると︑

プホームの役割は大きいのです

活不安を抱いています︒また︑

これは︑
私たちの所属する﹁民
が︑
﹁人間らしく﹂という意味

ぜひここに入居させたい﹂
﹁す

医連﹂の教育に大きなものがあ

で︑地域の中で︑自分の住み慣

大きな家はあるが︑夫が亡く

ると感じています︒人権を大切

れた家でというのが理想なのか

ぐに入居できないのなら空くま

にする︒一人の人間として尊敬

もしれません︒そのためには︑

なり一人暮らしという方も同じ

の念をもち︑かかわっていこう

施設であっても︑施設単独では

で待っている﹂とおっしゃる方

という職員の姿勢︑そして学ん

なく︑地域の中にとけ込むよう

ように不安があります︒グルー

だことを実践する︒そこに︑他

な施設︑地域と一緒に考えてい

もいらっしゃします︒

のグループホームにないすばら

ける施設が大切なのだと思いま
す︒

しさがあります︒
そんな職員の接し方が入居者
さんを生きいきとさせ︑見学に
こられたご家族の方にも伝わる

3, 000万円
目
資

のだと思います︒

28. 8％

増

今後グループホームは増え
ていくと思いますが︑問われる

173世帯

標

600世帯
仲間増やし目標

日

1

のは﹁質﹂だと思います︒本当

「仲間増やし月間」とりくみへの
ご協力ありがとうございました
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