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待合室

税率を２０１４年４月に
８％︑２０１５年 月に
％へと引き上げるもの
です︒
もともと子どもは遊び
高齢化と少子化の進展 の 天 才 だ ︒ お も ち ゃ や
という大きな課題を抱え ゲーム機がなくても︑回
るわが国にとって︑今後 りにある物を何でも遊び
の社会保障制度の根幹を の道具にしてしまう︒
だが今の子ども達の前
なす財源問題は避けて通
には最新ゲーム機やメカ
れないものですが︑消費
ニックに優れたおもちゃ
昨年の東日本大震災で 増税を含む法案は今年３
がふんだんに用意され︑
は多くの尊い命が失われ 月にも提出が予定されて
考える暇も許されず︑遊
ました︒それに伴う東京 います︒社会保障制度改 びに追いまくられている
電力福島第一原子力発電 革の中身も含めて今後︑ ように見える︒
所の事故では︑広範な地 充分な国民的議論が保障
かつて周りに山や川や
域が放射能汚染の危険に されなければなりません︒ 田んぼや原っぱなどの自
さらされ︑原子炉の完全
さて︑勤労者医療生協 然がいっぱいあった頃︑
な撤去までには 年以上 は昨年 月に設立から丸 物には恵まれていなかっ
の歳月を要するといわれ︑ 年を迎えましたが︑昨 たが子ども達は集団で遊
私たちはかつて経験した 年９月には病院に新しく びを工夫し︑その中で大
ことのない難事に遭遇し 副院長を迎えることがで 切な決まりごとを学び︑
ています︒
き︑次の時代への礎がで 人としての付き合い方を
身につけていった︒
今年は医療や介護など きました︒今後も地域や
今の私たちは︑つい忙
の社会保障制度にとって 組合員のために何が必要
しさに追われ︑子どもに
大きな節目の年になりそ かを皆様方とともに考え︑
ゲームやおもちゃを買い
うです︒政府の税制調査 その役割の
与えていないだろうか︒
会は︑昨年末に社会保障 ために力を
せめて休みがとれたら︑
の恒久財源とするための 合わせて参
子ども達を自然に連れ出
消費税増税の案を決定し ります︒
す時間をつくりたい︒
ました︒その内容は消費
︵河︶

年を次の時代の礎に
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カウンセリングの
心得を学ぶ

の県生協連主催の県大会
ときの笑顔がとても印象
サ
ン
タ
が
今
年
も
チームの熱き戦い に参加することになって サンタが今年も
的です︒つかの間の取り
や
っ
て
き
た
や
っ
て
き
た
います︒ 月の県大会は︑
組みですが︑心がなごむ
月４日︑第 回大分 勤労者医療生協の２チー
職員有志で始めたクリ 一時でした︒
協和病院ミニバレーボー ムが決勝戦に進み︑６年 スマス行事も今年で３回
ル大会が開催されました︒ 連続の二位から悲願の優 目となりました︒
この大会は︑組合員さん 勝を果たしました︒今年
クリスマスソングとと
や地域勤労協の皆さんな は県大会優勝の﹁ＭＯＥ もに２頭のトナカイが鈴
どの協力で︑会場設営か ＧＩ﹂が昨年病院の大会 を鳴らしサンタクロース
ら審判員まで手作りの大 で優勝した﹁ぴゅあ﹂を が病室を訪れて一人一人
会となっています︒
破って優勝しました︒
にクリスマスプレゼント
今年は チームの参加 ︵本部 武石︶
を届けます︒
で熱戦を展開︒この大会
病院にはお子様の入院
の上位２チームは︑翌年
患者さんはおりませんが︑
プレゼントを受け取った
します︒カウンセリング
ポイントは３点︒①相
を﹁相談﹂に置き換える 手の話をじっくりと聴く︒ 自分の考えを整理するた 皆さんが大勢駆けつけて
とイメージできます︒
②いつ︑誰が︑どこで︑ めにも誰かに話してみる くれて︑約 ㎏の餅米は
何を︑どうしたのかを頭 と良いかもしれないと思 約１時間ほどで搗き上が
の中で再現する︒③相手 いました︒
りました︒例年はつき手
の気持ちに共感する︒
︵リハビリ 隅︶ 不足で苦労していました
相談を受ける側は話し
が︑あっけなく終わり︑
を聴くだけですが︑相手 もちつきで１年
物足りないほどでした︒
は話すことで物事を整理
つきたての餅は︑あん
の
締
め
く
く
り
できて︑気持ちも整理す
こを入れて病院に見える
ることができます︒もし
月 日︑病院駐車場 皆さんに振る舞われ︑最
かしたら﹁こうすれば良 の一角にブルーシートを 後は参加者全員で給食特
かった﹂と何かに気付く 張って︑お昼前から餅つ 製のおでんを頂き︑年中
かもしれません︒
きが始まりました︒
行事の最後を締めくくり
何かに行き詰まった時︑ 今年は︑地域勤労協の ました︒ ︵本部 中村︶
12

28
28

２日間の日程で勤労者
安全衛生センター主催の
﹁メンタルヘルス労働安
全学校﹂に参加しました︒
講師は大分協和病院と佐
伯診療所で心療内科を担
当する丹生先生です︒
メンタルヘルス総論か
らカウンセリング術など
の学習があり︑その中の
カウンセリング術を紹介
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は大きな膿瘍である︒膿 を通して供給するか︑あ あるから︑開門するしか
諫早干拓新解決法
瘍︵汚水池︶は無くさな るいは干拓地の端に最小 ないと非和解的な論争を
い限り︑生体︵有明海︶ 限の淡水溜まりの水路を するより︑汚染の根を絶
大分協和病院 院長 山 本
真
の回復などありえない︒ 造る︒そしてそれは澱ま つ方法が双方にとって有
当時の菅内閣が開門調 るために有明海全体の環
では︑どうすれば諫干 せずに常に川からの流水 利ではないだろうか︒私
査実施の福岡高裁判決を 境を劣悪化しても良いと 問題を解決できるか︒有 とさせるのである︒調整 は調整池全面埋め立てを
受け入れたため︑開門調 は言えない︒これら双方 明湾の環境劣化は︑既に 池で水を澱ませて汚水に 提案したい︒
なお︑調整池は洪水対
査への予算が 億ついた の利害が直接対立してし 述べたとおり︑調整池で しまうことが環境負荷な
という︒この高裁判決受 まっている現状では解決 水が腐るからであり︑そ のである︒放水だけであ 策のためだという詭弁が
け入れは︑菅さんの思い 法は見あたらない︒解決 れを常時大量に放出する るなら川からの放水と変 存在するが︑それは嘘で
を実現するためになされ しないことが長崎県の利 からである︒もちろん完 わらない︒現実的な解決 ある︒いかなる大雨が降
た力業と理解する︒
益となるので︑このまま 全開門を行い︑塩水化す 法として︑現在の汚水そ ろうとも︑海水面が上昇
しかし長崎県や地元営 問題を放置させるであろ れば環境は大幅に改善さ のものを無くしてしまう することなどあり得ない︒
農者は絶対反対であろう︒ う︒国が強権をもって開 れると思われる︒そのた こと︑それは調整池の塩 調整池などなくして素直
干拓地営農者にとって調 門することは︑湾を強権 めには常時開門︑あるい 水化以外にも方法がある に水を海に流す方がよほ
整池が塩水化することは︑ で閉じたことと同じく可 は堤防破壊するしかない︒ ことを真剣に考えるべき ど洪水対策となるのだ︒
諫干は︑失敗百選の一つ
塩害発生は必至として認 能かもしれないが︑混乱 しかし︑今度は確かに干 ではないだろうか︒
識されているため︑この といがみ合いの縁が当事 拓地に塩害が出現するで
目的は︑有明海の環境 らしいが︑英知を持って
絶対反対の主張の理由に 者間に深まるだけだろう︒ あろう︒
を回復させることなので 解決すべき時期である︒
なる︒
２年前︑この締め切り
干拓したことが悪いの
もちろんこのような環 堤防を私も見学した︒堤 だ︑塩害など知るか︑環
組合員の百田 な り ま す ︒ 撮 影 は 国 内 だ
境に大きな負荷をかける 防より海側は青く美しい 境を元に戻せと言うこと
︵ももだ︶さん け で な く ︑ ご 夫 婦 で 中 国
無謀な干拓を行ったこと︑ 海が広がり︑岸辺にはカ になると︑もう和解や解
ご夫妻は︑写真 に は ５ 回 以 上 も 行 か れ て
すでに岡山県には児島湖 キが生着していたが︑調 決の道はなくなる︒そう
撮影が趣味です︒ います︒奥様はカナダに
という淡水化による環境 整池は汚く濁り︑岸辺に いうことではなくて︑こ
診療所の待合室 も行っ
悪化のお手本があるにも は何の生物も着いていな の腐水を無くしてしまう に季節の折々の写真が飾 たそう
関わらずに︑諫早湾を締 い︒堤防の左右で︑まっ 方法を考えたらどうであ ら れ て ︑ 癒 し の 空 間 を です︒
め切って淡水化したこと たく対照的な風景であっ ろう︒すなわち︑調整池 作って頂いています︒
こそが批判されるべきで た︒そしてこの閉じられ を全面干拓するか︑全面
二人の写真歴は︑奥様
ある︒
た汚染水こそ諸悪の根源 埋め立てにしてしまうの が 年前から︑ご主人は
さらに干拓地営農を守 であろうと考えた︒これ だ︒必要な水はクリーク 定年後から始めて 年に
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参は身体を温め︑意外に
も大根︑ゴボウ︑蓮根は
身体を冷やすほうに分類
されています︒でも︑身
体を冷やす作用は︑煮込
み料理など過熱して温か

が多く︑大丈夫かなと
思っていましたが︑ス
タッフに励まされ︑頑
張ってこれました︒今は︑
色々な方との出会いが新
鮮で︑とても励みになっ
ています︒今年もよろし
くお願いします︒

玉 ク イ ズ

︻応募の仕方︼

ハガキに答え・住所・氏名と
﹁お
元気ですか﹂
の感想などをお寄
せ下さい︒
抽選で 名の方に図
書カードを進呈します︒

〒

大分市宮崎９５３ ︱１

︵送り先︶

日

﹃勤労者医療生協﹄宛

︵締切り︶ 月

︿

Q2

月号当選者﹀

須原

中村

好美︵大分市︶ 工藤

昭秀︵大分市︶ 山野

宮地なほえ︵大分市︶ 宮崎

拓也︵大分市︶

はな︵大分市︶

博史︵大分市︶

映子︵佐伯市︶ 狩生

治子︵佐伯市︶

政丸左智夫︵由布市︶ 渡辺トシ子︵佐伯市︶

松尾

h t t p : / / w w w. o i t a k y o w a - h p . o r g /

E-mail:kyouwa@mountain.ocn.ne.jp
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︿ 月号の答え﹀
Q1 Ａ＝番匠川河川公園
Ｂ＝西谷温泉公園
子

2

寒さに負けない
あの味︑この味

に多く含まれます︒でも︑
脂肪やコレステロールの 頑張�ています
摂りすぎを防ぐために青
昨年８月から佐伯診療
菜やブロッコリーなどの
緑黄色野菜を一緒に摂る 所で看護助手として働き
ことをおすすめします︒ 始めて︑半年になりまし
ネギやカリフラワー︑ た山本繭子です︒
最初はわからないこと
白菜︑大根︑カブなどの
淡色野菜は白血球を活性
正 月 お 年
化して病気や風邪を防ぐ
力を強くするといわれて
います︒この働きは︑栄
養価の高い緑黄色野菜に
も劣らないので︑色の薄
い物︑濃い物︑葉物や根
物など偏らずに摂りま
︵給食室︶
しょう︒

大分県の日本一

８７０
１１３３

11

11

い料理にすれば打ち消さ
れますので大丈夫です︒
風邪などのウィルスの
侵入を防ぐための喉や鼻
の粘膜を丈夫に保つのが
ビタミンＡ︒レバーやウ
ナギ︑卵黄︑チーズなど

Q2

減塩メニューが良かった
です。症状ごとのメ
ニューを知りたいです。
理想の健康法には同感で
す。私たちは情報に飛び
つきすぎです。
バスハイクとても楽し
かったです。院長とも対
面できて有意義な時間で
した。
ＴＰＰは医療にも影響が
あるのですね。高額な医
療にならないように願い
ます。
テレビの健康ブームには
まっていました。則行先
生の記事を読んで意識改
革と思いました。
福島原発の廃炉終了まで
30年以上との記事があ
りました。大分も対岸に
伊方原発があり心配で
す。
健康が気になる年です。
健康コラムに興味があり
ます。

寒い季節︑暖かい室内
と北風が吹く屋外との温
度差は︑身体にとっては
ストレスです︒冬の乾燥
と暖房による乾燥も加
わって︑風邪やインフル
エンザにも気をつけなけ
ればなりません︒身体を
暖かくし︑抵抗力をつけ
ること︑血管を強くする
ことが冬を健康で乗り切
る三要素︒そこで食べる
健康法を考えましょう︒
まずは︑身体を温める
食材︒﹁根菜は身体を温
める﹂というイメージが
強いのですが︑カブや人
しかし︑寒い時期の運
動は︑とくに心臓や筋肉
に急激な負担をかけない
ように注意しなければな
りません︒室内でのスト
レッチなど準備運動に時
間をかけてゆっくりと行
いましょう︒寒い時期は
どうしても運動量が減っ
て太りがちになります︒
適度な運動で体調管理に
︵リハビリ室︶
心がけましょう︒

大分県にも日本一が沢山ありますが、次の中に日本一でな
いものが一つあります。どれでしょう？
ａ．乾し椎茸生産量
ｂ．まだけ竹材生産量
ｃ．温泉の源泉数
ｄ．ゴボウ生産量
ｅ．道路のトンネル数

大分県ご当地クイズ

読者の
お便り

寒いとき
運動

運動すると筋肉が熱を
出し︑体温も上がってく
るので身体は温かくなり
の
ます︒夏に運動すると身
寒い季節になると室内 体の中も外も暑い状態に
に閉じこもりがちになる なり︑熱が発散されない
ように︑寒い時期に運動 ため︑バテてしまい熱中
することは大変だなとい 症を起こしやすくなりま
うイメージがありますが︑ す︒寒い時期は回りが冷
実は寒い時期というのは︑ えていますので熱が発散
運動するには適している しやすく運動にとって良
かもしれません︒
い環境と言えます︒

大分に関するクイズです。次の答えは？
⑴ 大分の名物料理です。多くは酢醤油と練りカラシを
つけて食べます。
⑵ 大分の名産関サバ、関アジは佐賀関沖の○○水道で
獲れます。
⑶ 標高1584ｍの由布岳の南西麓に広がるのは○○○温
泉。
⑷ 大日如来像石仏に代表され、磨崖仏として国宝に指
定されています。
⑸ 全国の生産量の90％以上が大分産です。適度な酸味
とさわやかな香りが自慢です。

Q1
読者の感想が寄せられています。
その一部をご紹介します。

−４−

お元気ですか
２０１２年１月 発行

