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　秋も深まり朝晩は暖房が欲しくなる時
期になりました。まだ紅葉も始まらない
八海山に冠雪が見られる。診療所も子ど
もから高齢者までノド痛を訴える患者が
増えている。発熱者にはインフルエンザ
簡易抗体検査に加えて新型コロナウィル
ス抗原も検索している。昨年はコロナ禍
でインフルエンザの流行はみられなかっ
た。RSウィルスも昨年は流行がなかった
が今年は流行した。マスク着用、うがい
手洗いの励行の効果ばかりとは言えな
い。ウィルス種内での性質抗原の変化、
かかる側の抗体の拡がりと多種の要因が
関与していると思われる。東京オリンピ
ックの開催が危ぶまれた新型コロナ感染
の第５波の流行も10月に入ってようやく
底をむかえた感がある。一時、東京では1
日当りの感染者が最大5,700人、全国でも
25,000人を数えたが今では東京で1日当り
50人以下、全国で300人ほどとなってい
る。入院療養者も23,000人が3,400人、重
症者も2,200人が10分の１以下に減ってき
た。現在国内での新型コロナワクチンの
接種もすすみ規定の２回の接種済みは国
民の７割を超え、先進国中トップクラス

新型コロナ感染症の今新型コロナ感染症の今

萌気園二日町診療所　院長　皆川　秀夫

となっている。さらに国は年末からブー
スターとして３回目の接種を決定した。
これは接種率の高い先進国で新規感染の
再流行がくり返されていることへの対応
策であろう。ワクチン先進国では高齢者
中心に３回目の接種が始まり、又米国で
は5～11才児への接種勧告も出ている。第
５波収束とともに自治体による各種規制
も緩和され繁華街には人手が戻り居酒屋
も解禁、各種イベントも観客数を増や
す。折りから秋の紅葉の時期で週末の高
速道は渋滞をくり返す。皆々我慢の限界
なのか。そうこうしているうちに一部地
域では集団感染の発生などで一時的増加
をみている。介護施設でのクラスター発
生もみられる。専門家の間では第６波は
必ず来るといい、それは来年の２月と試
算してる。
　ここで新型コロナ感染症には有効な治
療法がでてきてる。抗体カクテル療法が
それだ。軽度中等度の患者への有効性の
報告が出てきている。さらには内服治療
薬も最終治験に入ったと報道される。
我々開業医でもインフルエンザ診療と同
様の診療が可能となると期待される。

Web予約のみWeb予約のみ
インフルエンザ予防接種外来インフルエンザ予防接種外来

https://moegien-urasa.mdja.jp

★予防接種のみの専門外来なので、通常よりも待ち時間が少ないです。
★この時間帯は一般診療はしておりません。
★平日休めない方や、一人で小さな兄弟姉妹を連れてくることが大変な保護者様など、
　是非ご家族揃ってお越しください。

★予防接種のみの専門外来なので、通常よりも待ち時間が少ないです。
★この時間帯は一般診療はしておりません。
★平日休めない方や、一人で小さな兄弟姉妹を連れてくることが大変な保護者様など、
　是非ご家族揃ってお越しください。

◆予約は萌気園のHPかQRコードでのWeb予約のみ受け付けております。
◆電話での予約は受け付けておりません。
◆通常診療時間内であれば予約なしでも接種できます。

摂取日時：11月27日（土）
　　　　　13:00～16:00
場　　所：萌気園浦佐診療所

摂取日時：11月27日（土）
　　　　　12月25日（土）
　　　　　13:00～16:00
場　　所：萌気園浦佐診療所

◆予約は萌気園のHPかQRコードでのWeb予約のみ受け付けております。
◆電話での予約は受け付けておりません。
◆通常診療時間内であれば予約なしでも接種できます。

QRコードを
読み取ってください

!注意事項注意事項

■萌気園浦佐診療所　総合Web予約ページ　アドレス■

萌気園浦佐診療所萌気園浦佐診療所
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新組織：「NPO共生を支える
医療・介護・市民全国ネットワーク」
に生まれ変わります。

新組織：「NPO共生を支える
医療・介護・市民全国ネットワーク」
に生まれ変わります。

　「地域医療研究会」（以下「地医研」）と「NPO在宅ケアを支える診療所・市民
全国ネットワーク」（以下「全国在宅ネット」）は令和3年11月20日をもってひとつ
の組織になります。その名は「NPO地域共生を支える医療・介護・市民全国ネット
ワーク」（以下「地域共生全国ネット」）となり、名も変われば、中味も変わりま
す。しかし2つの組織の長期の活動、とりわけ「地医研」は戦後日本医療史のなかで
も意味あるものでした。
　まだ大戦敗戦の硝煙が残っている戦後15年の「60年安保闘争」と、70年の「全共
闘運動」に主体的に闘っていた学生・医師たちを中心として生まれました。
　前者は日本という国のアジアでの将来を問うもの、後者は大学医学部・医局の封
建制を通して、やはり戦後の民主主義を根底から考え直すものでした。
　私は前者に属しますが、多くの同志のように、一人で東京を離れ、雪国魚沼の大
和町にやってきました。そして10年後「ゆきぐに大和総合病院」ができる頃、かつ
ての仲間たちと、そろそろ我々も日本の医療に発言する場をつくろうということに
なり、小さくても医療拠点をつくった医師を中心に1980年に生まれました。第1回は
諏訪中央病院で、第4回が「ゆきぐに大和総合病院」で開催されました。
　一方「全国在宅ネット」は、病院を辞め町長選に出て敗れた私が、診療所を拠点
として在宅医療をボツボツ始めた頃（平成4年頃）、NHKで往診をテーマの企画があ
り、私がコメンテーターを、現場提供は大阪のなかじま診療所（中嶋啓子医師）と
あいち診療所野並（畑恒土医師）の2カ所でした。私は経験的に診療所のことも大体
わかっていると思っていたのですが、この2つの診療所は私の思惑をはるかに超える
ものであり、実に楽しそうに、また使命感をもってやっていることに衝撃を受けま
した。診療所医療がこんなに面白いなら、“在宅”をテーマに全国ネットワークをつく
ろうということになり、半年足らずで準備会を開催しました。実はネットワークと
いう仕事と、もうひとつ大事なことは、とりわけ高度成長期で病院がどんどんでき
る時期、医療への不信も高まっていました。国民の間に信頼を強めるには、地域に
密着した診療所にしかできないとの確信がありました。
　こうして50年の歴史をうえに、新組織「NPO地域共生を支える医療・介護・市民
全国ネットワーク」の使命は“地域共生社会”のモデルを全国に無数につくりつつ、連
携しながら共にインテグレートすることです。明らかにこれまでの2組織の成果を新
たな活動の土台とし展望することだと思います。
　私は若い世代の活動を、とりあえずまとめるシンボル的な役割名誉会長になりま
すが、その役割に少しでも役立てれば望外の歓びと思います。なお巌志君は常任理
事になる予定です。
　最後にひと言、この新組織は病院も診療所も介護事業所も同格
メンバーです。地域共生とすれば地域にある資源、住民ひとり一
人が誰でも排除されず共に生き、そして安心した最期を迎えるこ
とができる社会と理解しています。宜しくお願いします。

萌気会　会長・相談役　黒岩　卓夫
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萌気会　笑顔あふれる萌気会　笑顔あふれる萌気会　笑顔あふれる萌気会　笑顔あふれる萌気会　笑顔あふれる萌気会　笑顔あふれる

さくりの郷さくりの郷

地蔵の湯地蔵の湯

　10月11日、秋の運動会が行われました。ますは選手宣誓で気合を入れ、ラジオ体操
で準備万端！
　綱引きに玉入れ、パン食い競争は時節柄パン取り競争に変更です。定番の競技です
が、皆さん、いつもとは違う真剣な表情を見せてくださいました。特に綱引きは、椅子ご
と引っ張られるくらいの白熱ぶりに職員も大慌て！！
　東京五輪と並ぶ（！？）ビッグイベント、アスリートの皆さん、お疲れ様でした。

　10月11日、秋の運動会が行われました。まずは選手宣誓で気合を入れ、ラジオ体操
で準備万端！
　綱引きに玉入れ、パン食い競争は時節柄パン取り競争に変更です。定番の競技です
が、皆さん、いつもとは違う真剣な表情を見せてくださいました。特に綱引きは、椅子ご
と引っ張られるくらいの白熱ぶりに職員も大慌て！！
　東京五輪と並ぶ（！？）ビッグイベント、アスリートの皆さん、お疲れ様でした。

　地蔵の湯では10月14日、「地蔵の湯大大大運動会！！」を行いました。
　紅組、白組に分かれ、旗を振りながら元気よく応援合戦をして大盛り上がり！職員
の飴玉探しでは顔が真っ白になり大爆笑！最後はパン食い競争ならぬお菓子食い競
争をしてお菓子をゲット！そのお菓子はおやつの時間に美味しく頂きました。
　結果は仲良く同点で幕を閉じました。来年の運動会で勝負はつくのか！？

元気な声で
応援合戦！
がんばれー！

飴は
どこだ～

がんばって
お菓子を
とるぞー！
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萌気会　笑顔あふれる萌気会　笑顔あふれる萌気会　笑顔あふれる萌気会　笑顔あふれる萌気会　笑顔あふれる萌気会　笑顔あふれる

リハセンつなひき
～秋の陣2021～
リハセンつなひき
～秋の陣2021～
リハセンつなひき
～秋の陣2021～

子ども園
～運動会～
子ども園
～運動会～
子ども園
～運動会～

　10月13日、19日に職員による綱引き大会が開催されました。
1試合15秒間という短い時間の中、白熱の戦いが繰り広げられました。
　涙なし、笑いありの楽しい時間を利用者とともに過ごせました。

テーマはオリンピック！！！

「浦佐認定こども園　オリンピック　スペシャル運動会」

～やるき　げんき　もりもり　こども園のみんなで　がんばるぞ！　お～！～

テーマはオリンピック！！！
「浦佐認定こども園　オリンピック　スペシャル運動会」
～やるき　げんき　もりもり　こども園のみんなで　がんばるぞ！　お～！～

テーマはオリンピック！！！
「浦佐認定こども園　オリンピック　スペシャル運動会」
～やるき　げんき　もりもり　こども園のみんなで　がんばるぞ！　お～！～

テーマはオリンピック！！！
「浦佐認定こども園　オリンピック　スペシャル運動会」
～やるき　げんき　もりもり　こども園のみんなで　がんばるぞ！　お～！～

すごく
面白かった!

楽しかったし、
やっぱ勝つと
嬉しいね!

利用者の方に
楽しんでもらえ
て良かった!!

やられた！

負けた…
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事業所紹介

見て見て
このケーキもおいしそう

見て見て
このケーキもおいしそう

秋だねェ
栗のケーキです
秋だねェ
栗のケーキです

ほーら
おいしそうだ
ほーら
おいしそうだ

食欲の秋！
お取り寄せスイーツ喫茶

食欲の秋！
お取り寄せスイーツ喫茶

食欲の秋！
お取り寄せスイーツ喫茶

　ここから見える東の方向に、八海山。。
　手前は浦佐小学校、裏は定時制のグランドで子ども達の元気な姿がある風景が大
好きです。
　しょうたきたもんの郷ができて１年と４ヶ月になりました。アットホームなので利用
者様同士お話しもしやすいと思います。
　通い、訪問、泊りの３つの介護サービスを１つの事業所から提供します。
　予定にない、急な泊りも可能です。
　利用者様の思いを聞き、共感し合い安心して１日を過ごせるように対応します。
　体調管理もスタッフが連携して支援いたします。

　一人親世帯などの住民をサポートしようと始まった「みんなの冷蔵庫」が設置され数か月が経過しました。地域住
民等が持ち寄った食料を保管し誰もが無償で受け取れる仕組みで、2016年にロンドンで第１号が誕生し、フードロ
スの動きとともに「まちづくり」のツールとして、気軽でおしゃれな社会貢献としてヨーロッパを始め世界各地で広ま
りを見せています。日本では岡山市で始まり、生活困窮の支援と同時にフードロスを減らすための取り組みとして行
われています。
　現在、萌気会の有志と地域の皆さまからのご寄付により、浦佐・普光寺社務所玄関前にて、たくさんの方々からご
利用いただいております。お寄せ下さったお米・水・缶詰や瓶詰・野菜や調味料等の品物は、消費期限や安全性を慎
重に見極めながら活用させていただいています。利用された方々からは「このようなことを長く続けてください」「本

　　「みんなの冷蔵庫」で支え合い

※普光寺社務所玄関左側に設置させていただいて
おりますので、見にきてくださいね。

小規模多機能居宅介護　たもんの郷　桒原　哲也
担当窓口：萌気会本部事務局　上村・田中

電話　025-781-6155

当に助かります」といったお言葉が寄せられています。
　まだまだ始めたばかりの取り組みですが、この支え合いが地
域に広まり、支援を必要とされている方々に一人でも多くご利
用いただきたいと思っております。
　また、現在食材のご寄付を募っております。管理の都合上、肉
や魚といった生もの等はお受けできませんが、ご寄付頂けるも
のがございましたら下記担当者までご連絡をお願い致します。

定番の
ショートケーキ 大崎『栄泉堂』
定番の
ショートケーキ 大崎『栄泉堂』

　たもんの郷では、外出や外食の行事がなかなかできないため、大崎のお菓子屋さん『栄泉堂』
さんよりケーキのお取り寄せをして、利用者さんに日頃と少し違ったおやつの時間を楽しんでい
ただきました。
　種類も豊富で、苺のショートケーキ、苺のタルト、モンブランなど美味しそうなものばかり。パイ
生地はサクッと、クリームはふんわりのミルフィーユはおススメです。

小規模多機能居宅介護　たもんの郷　山本　明子

小規模多機能居宅介護　たもんの郷
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南雲恵子さん作品展
左手
の
キセキ

【刺し子】 【大人の塗り絵】 【ちぎり絵】【刺し子】 【大人の塗り絵】 【ちぎり絵】
　縫い始めから終わりまで、一筆書きに
なるようにデザインするのは脳トレの要
素があり、難しそうです。色使いも、暖
色、寒色をバランスよく並べるように工
夫されたようです。

　色の塗り方に工夫がされています。
　一番最初の作品です。「入院中暇だっ
たから」とおっしゃっています。

　小さく紙をちぎるのがとても大変だっ
たそうです。花びら一枚一枚の色を変
え、丁寧に貼られています。

　幼少期から物作りが大好き。趣
味は洋裁、編み物、絵画。衣服は
自分で作っていた。ウェディング
ドレスを作ったこともある。
　入院中の塗り絵から創作活動を
再開。以降、利き手でない左手ひ
とつで書字、絵手紙、刺繍など多
くの作品を生み出している。

　◆プロフィール◆
南雲　恵子（なぐも　けいこ）

　利用変更のご希望を手紙に書いて来られることがあり、その文字に
込められた一生懸命さに恵子さんの人柄を感じています。この度、少
し無理を言って作品をお借りしました。
　その日ごとに、利用される方が何度も作品の前に立ち止まり、感心
したり昔ばなしに花を咲かせたり、心休まる空間になりました。
　これからも、創作活動もリハビリも無理なく楽しく続けてくださ
い。

通所リハビリセンター浦佐　大平　房子

事業所紹介 通所リハビリセンター浦佐
●　「あなたの笑顔とその1歩を応援します」　●

　通所リハビリセンター浦佐では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、看護師、管理栄養士が連携
し、利用者さんのより快適な生活に向けて、運動機能の維持・向上を目指した個別プログラムに沿ったリハビリを
実施致します
※午前の部（食事有り、食事無し）・午後の部・１日の部の中よりご希望に応じたサービスをお選びいただけます。

南魚沼の花 （々10月～11月）
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～聴診器１本で ①～安心コラム

Dr.Kuro iwa

　今から51年前に、ぼくが旧大和町診療所に赴任するときに「聴診器1本でやってみよう」という気持ちが
あった。33才の未熟者だから「なまいき」な態度といえるだろう。それなりの考えはあった。西洋医学は病

　この度の南魚沼市議会議員選挙で当選させていただきました、黒岩
揺光です。
　皆さんは、「選挙が楽しかった」と言う候補者に出会ったことがありま
すか？ 

　今回の選挙、私は楽しくて仕方ありませんでした。
　私の戦略はとてもシンプルでした。自転車で市内を駆け巡り、畑作業や散歩をしている人に「
こんにちは！市議選に出ようと思っている黒岩揺光です！」と話しかける。それだけでした。
　仕事の合間に、それを数か月間続けました。
　これまで私は４０か国以上を旅してきましたが、現地の方たちとの交流が楽しみで世界を駆
け巡ってきました。その好奇心を、そのまま自分の故郷の方たちに向けてみたのです。
　家の中に招き入れて茶を出してくれる方たちとの交流が楽しくて仕方ありませんでした。　私
が今回の選挙のために使った金額は３万円だけでした。名刺とチラシ代です。
　「選挙に出るには金と組織が必要」ではなく、「選挙は多くの出会いがある楽しいもの」という
ものに切り替えることができれば、多くの人が政治に参加するようになり、特定の人間だけで物
事が決まっていく今のシステムが変わるのではないでしょうか。

原菌や細胞（もっと細かく）レベルの異常から、治療を導くものだっ
た。ぼくは「医学方法論」として東洋医学とか漢方、ソビエト医学
（パブロフの条件反射学）などへの関心があり、人相・手相も興味
があり、人間総体として診ることでやってみよう。そのシンボルが
「聴診器１本」だった。だから診療所に赴任する条件として医療器
械（診療所には胸と骨がうつるレントゲン位）はほとんどなかった
が、何ひとつ要求しなかった。
　ただ楽しそうに患者さんと話し、地域のことを聞き出し、夜でも
夜中でも往診を断らない医者だった。
　６月からはじめ、年末の最後の１２月２８日の診療は午前の診
療が昼食抜きで午後の４時までかかり、六日町駅から急行に飛乗
り、なんとかその日の内に東京の家に帰れた。
　ただし聴診器１本にほれて患者さんが集まったわけではない！

編 集 後 記 萌気園大和通所介護　地蔵の湯　小幡　桃香
　だんだんと冷え込む日が多くなり、冬がすぐそ
こまでやって来ているようです。みなさんいかが
お過ごしでしょうか？温かい食べ物を食べたり、
冬だからこそ運動をしてからだを温めるなどして
寒い冬を乗り越えたいですね。
　さて、新型コロナウィルスのワクチン接種が進

み感染者数が減少傾向ですが、気温が低く、空
気が乾燥する冬は感染リスクが高くなるそうで
す。今後も気を抜かず、新型コロナウィルスが収
束へと向かうよう感染対策をしっかりしていきま
しょう。みなさん、体調に気をつけてお過ごしくだ
さい。

「選挙が楽しかった」と候補者が言える社会に「選挙が楽しかった」と候補者が言える社会に
南魚沼市議会議員　黒岩　揺光
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