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お参り、体験、買物の旅

◆成田山でも房総のむらでも自

由時間がたっぷりあり、自分の

が立ち並び、年２回の房総座落

商家の街並み、武家屋敷、農家

房総のむらには、江戸時代の

昔ながらの唐箕などなつかしく

ターで上がれて、びっくりしま

◆成田山新勝寺までエレベー

かったです。

が、
結果、
８万票以上の大差だっ

かったです。房総のむらでは、 余 程 の 大 差 か と ビ ッ ク リ し た

し た。 食 事 の う な ぎ 飯 お い し

た。▼これは、官邸主導、自民、

ト上で「当選確実」を打った。

８時に朝日新聞デジタルがネッ

しい出来事だ。投票締め切りの

さんの当選は、最近もっとも嬉

沖縄県知事選挙の玉城デニー

語にも出会いました。また、里

見ました。里芋掘りをして買物

ペースで楽しむことができ、よ

芋掘り、春菊や枝豆の収穫をし

公明、維新のなりふりかまわぬ
り、様ざまな体験を楽しみまし

サイコロ、ローソク作りをした

桜が咲いていた。トンボが飛ん

継いで闘い抜いた県民の勝利で

ねのけ、翁長知事の遺志を受け

◆房総のむらは自然が豊かで、 攻撃と企業・団体締め付けをは

には戻りました。

ビンゴゲームをして、夕方５時

に寄り、お買物タイム。車中で

た。小学三年生の子が中村副会

うさぎのろうそくを作りまし

むらでは、かわいい孫のために

もやっていてよかった。房総の

ゆっくりと歩きました。菊花展

◆ 秋 空 の 下、 成 田 山 新 勝 寺 を

帰りは道の駅「発酵のさと」 ◆房総のむらでは野菜の収穫体

をバックに玉城知事は安倍首相

け橋になる。▼県民の強い意思

豊かになる。アジアの平和の架

はもっと発展し県民の暮らしも

いであり、基地撤去で沖縄経済

のない平和な沖縄」は県民の願

が見られて、
楽しさ倍増でした。 対、普天間基地撤去など「基地

験をしたり、昔ながらの家や庭

との会談で新基地反対を表明し

利である。辺野古新基地建設反

を与える市民と野党の共闘の勝

ある。同時に、安倍政権に痛打

◆天気も良く楽しい旅行でし

長の手ほどきで独楽まわしがで

たが、
首相は「県民に寄り添う」

ルの声も聞いた。

た。昼食は今までになく美味で

きるようになりました。

といいながら新基地の建設は進

参加者の感想文

満足。

◆友の会のバス旅行は、足の不

めるという。辺野古新基地建設

こ ま

自由な方も職員の親身な援助で

の中止、普天間基地の即時撤去

甘酒をいただく方もいました。

た。商家の店先でほっと一息、 でいた。虫が鳴いていた。カエ

とうみ

たり、
機織りでコースター作り、 もできたので楽しかったです。

成田山と房総のむら

日、朝８時、 ギをさばくところも見学しまし
た。新勝寺本堂や五重の塔に魅
米屋観光センターの昼ごは
ん、ウナギがついた釜飯膳のお
いしかったこと。

楽しそう。房総座の柳家三之助

んには、沖縄のお知り合いへの

い。
沖縄の正義が勝利しました。 支援行動を行いました。みなさ

出来た事は、私にとって嬉しい

なく、笑い、おしゃべりを沢山

◆いつも一人で声を出す事も少

に進める安倍政権に退陣を迫ろ

論の強い反対を無視して強権的

切り捨て、原発再稼働など、世

▼改憲、消費税増税、社会保障

の落語が聞けてラッキーでした。 を求めてたたかいを続けよう。

声かけにご協力をいただき本当

事でした。

う。来年の参議院選挙は市民と

器もいらないと訴え、沖縄への

事選挙は、翁長雄志前知事の遺

にありがとうございました。引

◆皆さん大変親切にして下さ

９月 日に行われた沖縄県知
志をつぎ、辺野古新基地反対を

き続き、いのちがなにより大事

ンスだ。それは有権者一人一人

掲げてたたかった玉城デニーさ

いました。次回もまた参加をと

野党の共闘で痛打を与えるチャ
がんばりましょう。

が選挙を通じて実現できる。

り、楽しく一日を過ごさせて貰
ちは、人殺しのための基地も武

考えております。

にされる社会を実現するために
房総のむらの甘酒でひと息

んが過去最多となる 万票を獲

おじいやおばあはあきらめな

ご協力ありがとうございます

沖縄県知事選挙勝利

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

漬けなど名物の買物をし、ウナ

成田山表参道では羊羹、鉄砲

て、恒例のご当地クイズ。

バスは北診前から成田へ。自己

月

新勝寺の大提灯、中央は安喰さん

せられ、菊花大会も鑑賞。

秋晴れの
28

紹介と今回の楽しみを話し合っ

10

得して当選しました。わたした
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共同組織活動交流集会に参加して

2018. 9. 9 〜 10 in 神奈川

年間、①友の会本来の活動を軌

ちば北部健康友の会はこの

の米軍基地建設に反対する玉城

道に乗せ、②北診建てかえ事業

沖縄県知事選挙では、辺野古
さんが、自民・公明の総力で推

岡本 昌代
私は、オープニングの横浜中華
街獅子舞がとにかくよかった。パ
シフィコ横浜の大ホールを２人１

たって９条を守っていこうと痛感

治を冷静に分析して、未来にわ

和・いのち・くらしを考えた。政

ある米軍基地を ％なくすこと」 力をあつめたたかうことの大切さ

リシーのもと、
「私の夢は日本に

字を出さない〟〝夢は大きく〟
のポ

てもらえるには」
、
〝疲れない〟〝赤

ている今、
「オール社会改善」で

齢者医療２割負担になろうとし

軍事費予算は５兆円超え、高

私は映画「ザ・思いやり」を

と語り、
「運動をより面白く、よ

り広く、より鋭く」の呼びかけ

に大いに励まされた講演でした。

石塚 節子

大野 和夫

日本民医連共同組織活動交流

集会は、
９月９日の全体集会につづ

いて 日には、
分科会が開かれた。

い感銘をおぼえました。

を超過達成した兵庫県報告に深

体への働きかけ」
、
「安心して住み

「いのちを守る取り組み、自治

「安倍９条改憲ＮＯ」署名目標

を学んだ二日間でした。

した帰り道だった。

せステージから客席にきて歓迎し

製作したリラン・バクレーさんの

長谷川 詠香

てくれた。アクロバティックな技

講演を聞きたくてその特別分科

組の獅子が数体、鐘の音に合わ

に時折、歓声が沸く。

バクレーさんはアメリカ・テキ

会に参加しました。

かでしっかりと観るのは初めて

サス州出身、 年以上、神奈川

中華街獅子舞をこんなにまじ
だ。日本の獅子舞とはずいぶん違

に署名目標達成にこだわり活動

病院・診療所管理会が合意のもと

する事業活動」
、
「憲法９条をか

るごと健康づくり」
、
「夢を実現

り場・居場所づくり」
、
「 地域ま

共同組織、民医連、法人理事会、 続けられるまちづくり」
、
「たま
トランプ大統領誕生に仰天し

を進めた。活動状況をニュースで

県で暮らし、在日米軍の思いや

たリラン・バクレー監 督がコメ

知らせ励まし見事目標超過達成。 かげ、平和を守る」
。

うなあ、でもとても素敵で見入っ

ディアン松元ヒロを道づれにトラ

り予算を知りました。

しかし獅子舞は世界共通、邪

ンプランドを旅するドキュメンタ

楽も違う。

子の外見が違うし、舞い方、音

気を払い福を呼ぶ。今回の獅子

リーです。

な課題となっています。
月間の目標と活動
、 月の月間の目標は、

てる。ブロック、班で学習会を
積極的に開く。

れてきました。医療活動の経験

く多く、体操を半分の時間で終

当日の参加者はこれまでにな

になりました。

が豊富な田上さんを中心に、自

えると、テーブル・椅子を並べ

９月６日には、元のようにレ

筋痛症」という稀にみる病気の

木島さんが「リウマチ性多発

て茶話会です。

分たちで自主的に運営していた
） を 成 功 さ せ る こ と。 からです。

４、月間中に、秋のバス旅行
／

と。各種講座、
行事の開催など。 ギュラーメンバーがそろって再

闘病体験を報告。ケーキとコー
善とブロック体制の設立、④こ

ます。

専門部長で構成し、適時開催し

これまでになく活気にあふれ

た１時間半でした。

ケーキと花束で快気祝い

９月 日の体操会には、梅原

した。

いにと立派な花束がおくられま

最後に、谷萩さんから快気祝

た。

との大切さなどを話し合いまし

病院・よいお医者さんを選ぶこ

り自分たちの病気体験や、よい

出発。体操の合間に遠慮のない

活動のすすめ方

の基礎の上に、年間の諸行事、 活動・行事への参加について相

の企画、実行を相談します。
３、ブロック員、体操会運営

さんが回復祝いにゼリーケーキ

４、
必要な資材を用意します。 を作ってくると言い出し、それ

委員などを適宜補充します。

ます。

ヒーを味わいながら、ひとしき

健康体操の普及に力を入れるこ

１、
会員を 名拡大すること。 （
２、全会員に千葉市健診制度

拡大強化月間のとりくみ

協議を確立、③友の会の名称改

した候補に大差で勝利しました。 に貢献、友の会・診療所の定期
しかし安倍政権は反省どころか
憲法改悪につき進み、社会保障
を破壊しようとしています。

てくる方もいて、俄然にぎやか

園生会館での健康体操会は、 を聞いて即席コーヒーを用意し

前より活発な園生体操会

の色は白だった。白い獅子は沈着

い半数以上の人にも面白いと思っ

「普段政治的なことに興味のな
横浜の白帆に獅子が舞い、平

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

質問がとび出し、会話がはずみ

実現をめざす民医連と、健康づ

談し、今年度会費を納めていた

１、月間推進委員会を四役と

くり・住みよいまちづくりをめ

健康体操など会員・地域のみな

映会で、軍備を撤廃し社会福祉

２、ブロック会議で月間活動

ざす友の会は、日本の平和と民

だくこと。
同時に、会員の高齢化と、広

を充実させた国づくりの学習。

３、
「 コ ス タ リ カ の 奇 跡 」上

さんの要求に応えた活動をより

無差別・平等の医療と福祉の

28

主主義、生活を守る上できわめ

の利用をおすすめし、友の会の

10

11

域に住む会員の総力を十分に結

て大きな役割を担っています。 活発にくり広げています。
友の会を一段と強く大きくする

10

100

冷静を表す。

てしまった。日本の獅子舞とは獅

20

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn指導にあたっている木島さんが
集できない弱点の克服が、切実 幹事会の一定の時間を学習にあ 病気で休んでいる間も、続けら
民医連・友の会の出番
北部友の会の前進と課題

第14回全日本民医連
ことが求められています。

20

50
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軍備より教育・福祉を
「コスタリカの奇跡」
上映会

上映実行委員会

国づくりを学ぼうと診療所のデ

十分見て来ます。 （ 岩崎直美） や考え方をかえなければ難しい

◆日本政府・アベ政権よ、コス

名を超える方にご来場頂きまし

という映画の上映会を行い、

苦しみながらも理想に向かって

育の充実に力を入れている国が

ほとんど知りませんでしたが、 ◆武器を持たず、社会保障、教

◆コスタリカという国のことを

どのようにして実現できたのか

投資しないと将来は大変なこと

らしいと思います。日本も人に

国民のニーズを満たすのはすば

◆軍事費を教育や医療にあて、

コスタリカの人びとに敬意

コスタリカ共和国をご存じで
た。紛争があっても武力をいっ

がんばっているのを知って、感

に関心があったので、映画を観

になるなと、日々感じます。

イケア室で
「コスタリカの奇跡」

すか。日本の九州と四国を合わ
さい交えることなく解決し、国
動しました。

られてよかったです。教育の力

と感じました。 （石田美月） タリカに学べ。
軍事費より教育、

福祉を。
軍事より教育・福祉

せたくらいの面積に 万人の方
際法が国を守る「正義は、戦争

◆恥ずかしながらコスタリカの

渡辺 喜代子

が暮らしています。１９４９年
より強い」と言う言葉に、
「あ

事務局長

に制定された憲法で常設の軍隊

100

教育に充て、地球幸福度指数世
を学びました。みなさんなんと

とで国・国民が豊かになるとい

軍事費を教育・医療費に注ぐこ

る、協力し合っていくことが大

際的な正義の力を信じ、行動す

事をはじめて知りました。
戦争・ の大きさと、小国であっても国

米国の言うままに核や基地を置

◆資源のない、小さい国、日本。

（須永純子）

政府にも観せたい映画です。

なく、人を育てるため教育、医

いて、軍事にお金を使うのでは
武器で戦うのではなく、話し合

できました。軍隊がなくなった

になっていた映画を観ることが

◆開催していただいたので、気

◆国としての決断を、国民の総

さり、感謝しています。

りました。良い機会を与えて下

す根本的な考えだと、良くわか

戦っていくことが、戦争を無く

けではなく、貧富の差がこのよ

使うことができ万々歳というわ

隊をなくし教育と医療にお金を

ははじめて知りました。でも軍

は知っていましたが、その歴史

◆コスタリカが軍隊のない国と

交は教育・歴史を語ること、と

事。そして国際法に依拠し、外

持し、後押ししたからできた仕

までの過程は、国民がそれを支

◆コスタリカが軍を撤廃させる

（岡本昌代）

介護、
社会保障にお金を使っ
（大竹美子） 療、

経過や現在の課題も知ることが

意と勇気をもって軍隊を捨てた

うに進行しているのも知りまし

話されていたことに感動した。

い、法的手段で強い心を持って

できました。ありがとうござい

た。富の再分配を合理的に、多

アメリカ（大国ということでは

て、平和を守ってほしい。

（石塚俊彦） コスタリカの人々に、敬意を表
ます。 
◆前からコスタリカの映画をみ します。

くの国民の賛同を得て実行して

あるのだと。
難題は多いですね。 の自国の利益だけで動く姿勢に

日本も今や同じかもしれない ）
動できるようにならないとダメ 「軍隊は一部の人のため」
、全く

でもいろいろ勉強になりました。 は国際的に批判の目を向けて、

い。長い平和教育のたまもの。 いく方策をつくっていく必要が
同感。それにしてもアメリカは

なんだ、と思いました。

（細山公子） 暴走を止めなければならないと
法を守ろうとの思いを強くしま

ていながら。ますます日本国憲

和を守る」ということは、戦争

◆とてもいい映画でした。
「平

◆「軍隊を持たない」という強
い意志に感動しました。

勿論、軍備の縮小をも困難に感

体制を考えると、非武装中立は
◆すばらしい映画でした。コス

（菊地次弥） 反対とただ言っているだけでは
した。 
◆軍事費がなくなることによっ ダメだと思います。やはりコス

じた。最大の要因は米国との関
をなくし平和な生活を得ようと

て医療や福祉が充実することが

したコスタリカの国でさえも、 ◆すてきな映画、ありがとうご

たのか、よくわかりました。
たい。

ざいました。
〝 コスタリカに学

そして外交姿勢ではないか。
（なつめ銀之助） 係、
◆軍隊廃止が第二次大戦後すぐ

まだ貧困で苦しんでいたり、暮

べ〟安倍政権にこそ言いたい。 り強い呼びかけでは。

改めて良くわかりました。軍事

から検討されてきたことを知り

らしに差がでたりしていること

憲法９条守れ、今こそ。

平和の貴とさ〟の継続的な、粘

民 の 意 識 へ、
〝 戦 争 の 愚 か さ、

必要なのは政治家は元より、国

ました。二月にコスタリカへ行

に驚きました。他の国との協力

日本はどうする

きますので、人びとのくらしを

◆アベにこの映画をみせてやり

タリカがいかに平和を手に入れ

タリカに行こうと思いました。

（山井麻利）
思った。 
◆この映画を観て、今の日本の

（田中 一） なんて国だ。平和の代表面をし

やっぱりみんなが良く考えて行

たかったので、良かったです。 ◆コスタリカの国民はすばらし

すばらしい映画

うのは、
心から納得できました。 事であると思いました。日本の

しても９条改憲をやめるために

それを医療や教育にまわしてと
声を上げていますが、安倍政権
は逆方向にすすめようとしてい

感 想 文

ための基地や武器はいらない。 がんばりましょう。

界一です。私たちは、人を殺す

をやめ、
その予算を医療や福祉、 きらめてはいけない」という事

490

ます。 月６日にコスタリカの
10

保 健 講 座

薬の多剤併用について

本は水。お茶でも良いがカフェイ
ンがある。薬を多く飲んでいるの
で副作用がでたり心配。

友の会活動日誌
・

薬剤師に相談
・

・

安全を第一に考えているが薬剤
師は万能ではない。薬もまたし

自己判断で絶対に中止しない。
お薬手帳の活用

気温が低く雨模様の９月 日
健康会館で、
「 薬の多剤併用に
・

小さなリスクを重ねている。少し

かり。大きなリスクを防ぐため
でもへんと感じたり疑問があれ

・

・

・

──個人的には予約を取って

（三船厚子）

患者の話をじっくり聞いてもら
と思う。 

える場所があったらいいのにな

・

・

・

・

ば遠慮せず相談してほしい。電

異なる医療機関にかかってい
る場合、重複している事もある
ので飲んでいる薬（サプリメン
ト・市販薬含む）すべてお薬手
帳にまとめて活用してほしい。
薬は生命を繋いでいる。正し
く使い飲んでほしい。また薬だ

話でも良い。

ついて」と題して古賀透薬剤師
の保健講座が行われた。
薬の副作用に要注意
高齢になると処方される薬の
数が増え副作用が起こりやすく
なる。特に６つ以上飲んでいる
人は要注意。
心がけたい。その他注意すべき

・

・

・

・

・

・

幹事会
月号発送作業

回）

友の会と診療所の協議会

（第

・

平和社保部会

天台ブロック会議

・

・

・

・

・

・

四役会議

平和社保部会

幹事会

こどもの診療所探検

健康納涼盆踊り大会

四役会議

食事会

月号発送作業

幹事会

臨時四役会議

沖縄知事選挙宣伝行動

・

四役会議

保健部会

・

幹事会
月号発送作業
網の目平和行進

回）

友の会と診療所の協議会
（第

「月間」推進委員会

健康講座

四役会議

「コスタリカの奇跡」

訂正

・ 月号１面「くろしお」

・

・

・

・

0

行「 被 扶 養 者 だた方 」

「月間」推進委員会

上映会

日時 月 日を「６日」に

0

・同４
 面最下段「コスタリカ
の奇跡」上映会のお知らせ、

を「被扶養者だった方」に

〜

10

臨時四役会議

幹事会

バス
 旅行（成田山新勝寺、

房総のむら）

（月）
午後の受付時間は第１〜第３、第５週は13：30 〜 16：00。第４週は15：30までとなります。
（土）
秋谷医師担当日以外は小児は診察出来かねます。

けにたよらず生活習慣の改善も

ので薬が効きすぎてしまう事が
薬について話された。

胃カメラ

肝臓や腎臓の機能が低下する
あり、ふらつき、めまい等でつ

句

宮村

俳

井上

てんだい薬局をかかりつけに

秋谷

服用の注意

1・3・5 横川
2・4 上原

まずいたり転倒しやすくなる。

秋谷

美砂子

夜間

薬局長 伊藤

秋谷

講義のあと質疑応答。主なも

貴島

加齢とともに体の状態、薬の効

高木

余生など一日も無し野紺菊
かをる

十六夜や慈母に会へたる心地して
艸々子

秋谷

のは次の通り。

処方箋を当薬局へお持ちいただ

谷山

き方が変化する。 歳以上は６

意味があるのか？意味がある。 い薬局では、皆様の処方箋調剤

く と、 飲 み 合 わ せ や 重 複 な ど

遊びたき風船葛風のまま

往診

休診

西村

遠方の医療機関を受診しても

だけでなく、健康相談、介護相

チェックし、安全に薬を使うた

まちこ

名月や秋の夜空にかがやけり
秀夫

待ちわびて七輪を出し初さんま
大和

秋谷

北部診療所の前にあるてんだ

談、一般薬の販売、薬剤師訪問

めのお手伝いをさせていただき

は生活できないので働きに出て

文化の日鬼門を守る臼杵石仏
槇

秋谷

食前・食間・食後という事に
薬が吸収されやすく一番効果が

などを通じて、地域のかかりつ

ます。ご利用をお待ち致します。

りました。この場をお借りして

いる 」
「 介護保険料が高くて払

秋谷

人に１人、 歳以上は３人に１

あるタイミングだ。食間とは？

け薬局を目指しております。

お礼申し上げます。また、先日

えない 」
「 介護保険料を払って

問ひかけて応へはなくも今日の月
僖久江

秋谷

人が薬剤による有害事象といわ
れる。
多くの薬を飲んでいる人は減

薬は何で飲むのが良いか？基

ます。また、
高齢者の方からは、

の盆踊り大会では挨拶の時間を

いるのに利用できない」などの

農の母豊後訛の衣被

だん児

休診

午後

秋谷

らしたいと思うかも知れないが、 食後２時間くらい。

夫の安喰武夫が生前、健康友

とっていただき、ありがとうご

切実な声をお聞きしています。

の会の皆さんに大変お世話にな 「年金が減らされ、年金だけで

ざいました。

てきましたが、格差が広がり、 聞きし、安心して暮らせる千葉

定子

秋谷

2 27 27 16 15 14 13 8

深閑と介護施設に花芙蓉

16

乳児健診

休診

必 要 が あって 出 しているので、

こんにちは。友の会会員の日

市を実現するために全力で頑張

私は市民の皆さんの要望をお

は、来年４月の市議会議員選挙

貧困に苦しんでいる子どもが増

りますので、ご支援をよろしく

私は 年間保育士として働い

で稲毛区から立候補を予定して

えるなど子どもを取り巻く環境

本共産党のあぐい初美です。私

います。どうぞよろしくお願い

お願い致します。

致します。

金

6

11

木

9

8

4 31

4 25 15 4

7
8
8
9
9

10

糖尿病
（予約） 加門
（予約）

花井
（予約）

午前

都合により担当医師が変わることがあります

28 13 13 13

水

6

7

10 10 10 10

火

6

8
9
9
9
9
9
10 10 9

6
7

17
18

7
7

5
7

5

5
5
7
7

22 13 12
24 15 14 14 3 20 19 9

27

あぐい初美さん

土
1・3・5 秋谷
2・4 今本

月

70

は年々厳しくなっていると思い
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