
栄養グループのうたをつくる

このグループをいつまでもいつまでも長く楽

しい集合の場にしたいという思いで、当時の栄

養グループの会長さんが詩を作り、中学校の先

生が作曲を担当した。料理講習会の後や会合時

にはみんなで歌った。

－、せせらぎ清き山里の

千曲にそいし学び舎に

せわしき日々のひとときを

集いて語る栄養グループ

ニ、文化の母とほこるべき

佐久水道の水源で

栄養改善夢見つつ

楽しく集う我等グループ

三、八千穂に香る鈴間の

花の心を身に受けて

互いに励まし助け合い

使命に励む栄養グループ

昭和4３（1968）年、栄養グループは食生活改

善協識会の組織となり、料理の伝達講習だけで

なく、健康診断後に行なっていた結果報告会や、

文化祭で栄養に関する展示や料理実演など、活
動の場を広げていった。

昭和4６（1971）年には、佐久病院から依頼を

受けて、第二回の村内栄養調査を実施した。栄

養グループから32世帯を無作為に選んで、各家

庭の一週間分の献立からはじまり、分鎚をすべ

てはかって、お茶からおやつから口に入ったも

のを書き出した。その結果、１０年前に行なった

調査よりずいぶん乳も卵も肉も多く摂るように

なったが、まだまだ全般としては少なく、塩分

は相変わらず多く、緑黄色野菜は少ないという

結果だった。この結果は、村から発行の「くら

しと健康』で全戸に配布された。

昭和47(1972)年に村が開設した福祉センター

に料理諭習室が併設され、栄養グループの活動
の拠点になった。

健康教室に発展

昭和4９（1974）年には、栄養改善の問題だけ

でなく、人々の健康を栄養、運動、休養など多

面的に考えようと、栄養グループの講習会を発

展的に解消し､健康教室を創設した｡栄養グルー

プの呼称はその後使われなくなり、メンバーの

活動もここで一つの区切りを迎えた。

ボランティアグループ「ときわぎ会」を結成

昭和5３（1978）年、子どもの独立や夫の定年

退職によって時間にゆとりがでてきた旧栄養グ

ループのメンバーは、自主的に集まってボラン

ティアグループ「ときわぎ会」を結成した。当

初は、まず施設見学や勉強会を重ねて、ボラン

ティア組織としての活動の方法を学んだ。

昭和5８（1983）年、一人暮らしのお年寄りの

方々（大杉会）や寝たきりの老人のために昼食

サービスを開始した。食材はすべて会員が持ち

よった。この活動は、平成元（1989）年に社会

福祉協議会の配食サービス事業へと発展して

いった。

また障がい者の方のために、村にお願いをし

て共同作業所を元保育園あとに開設した。婦人

会や社会福祉協議会の力を借りて、やつちよい

祭りの際にバザーを開いてその資金をあてた。

季節託老所の開設

会員がもっとも問題だと感じていたのは、日

中一人で過ごす高齢者の存在であった。

メンバーは村の識会に対して託老所をつくっ

てほしいと要請した。

「元年です。託老所を作ってくださいって、

行政にお願いしたら、「託老って何ですか』っ

て識会で。『字をみてください、字のごとしで

す」って私言ったの。議会の人は『ハァー？』っ

て理解できなかった。保育園児が少なくなって

保育園がつぶれているから、その跡地で託老を

開きたいって言ったら、そんなことはできるも

んかって言うわけ。社協も駄目だって。それな

ら私たちで始めますって。平成２年、福祉セン

ターの場所だけ行政に借りて。ところがお箸．
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茶碗’個貸さないって。やるんだったら自分た

ちで、と言われた私たちも、意地になって、茶

碗・お箸・鍋・テレビ・布団など全部持ち寄っ

て実施した｡」

行政がやらないのなら自分たちでやろうと、

平成２(1990)年に農繁期だけ、５月から１０月の

６か月間、毎週月曜日から金曜日、午前９時か

ら午後４時、村内のお年寄りのよい話し相手に

なりましょう、と民生委員・衛生指導員・保健

師などの協力を得ながら、季節託老所を開設し

た。

ときわぎ会の会長であった大橋清江さんは当

時の様子を、次のように「健康まつり資料」に

よせている。

「一度限りの人生を大切にしよう。お互いに

励まし助けあいをモットーに、栄養だ、運動だ、

検診だの詩をつくり、炭坑節のメロディーで声

高らかに歌ったり、お茶を飲みながら明治・大

正・昭和の昔話に花を咲かせたりして楽しい時

間を過ごしました。また、味噌汁サービスもし

ました。一度クワハウスヘお年寄りをお連れし

て、９１歳のおばあちゃんをはじめ、全員水着を

着てプールで遊んできたこともありました。利

用者から教わることもたくさんあり、楽しい時

を過ごしました。利用者の「楽しくて、ここへ

来るのが待ち遠しい』などの声を聞くと、この

場所があってよかったと思いました」と。

また、当時託老所を利用していたＳさんは、

次のような感想を寄せている。

「昭和6０（1985）年に、脳内出血で倒れ、左

半身不随になり１ケ月半入院しました。退院の

時に医師から「家に帰ったら、毎日欠かさず

１万歩ずつ歩くようにｊ言われ、これを守れた

ら、きっと良くなるとのことで、一生懸命に守

りました。そんなある日、ダンスに行きました

ら、大橋会長さんに、託老所に来てみないかと

お誘いいただき、さっそく次の日から通いまし

た。家から福祉センターまでいくと6400歩あっ

たので、一万歩のほうはこれで大丈夫、これは

よかったと思い通いました。歳の同じくらいの

人が集まり、昔の思い出話などをしたり、手芸
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で小さい袋・お人形づくりなど、時の過ぎるの

も忘れて作りました。できれば一年中利用があ

ればうれしいです｡」

この活動は、平成４(1992)年に社会福祉協識

会の事業へ引き継がれ、1996年にはデイサービ

スセンターにまどり」の開設につながり、住

民によるボランティア活動が公的なサービスへ

発展した。

（杉田利子・中山大輔）

『健康まつり、
福祉と健康のつどい■

「健康まつり」という健康・福祉の学習の催

しが1984年から年１回開催されてきた。地域に

よっては行政が主導して保健福祉の企画を運営

するところもあるが、八千穂では住民が主体的

に活動し、行政は財政面での支援や保健専門職

による活動の支援をするという方法をとってき

た。この企画の立案と運営は実行委員会方式で

行われていて､多くの住民組織や各種団体(2010

年、４０団体以上）が租極的に関わっている。

1996年からは名称が「福祉と健康のつどい」に

変更されたが、基本的な仕組みは維持され現在

まで行なわれてきている。その歩みを紹介する。

｢健康大会」をはじめたものの

毎年、健康診断が始まる前には佐久病院の医

師などを招いて講演会が開かれていた。これは

村が健診の受診勧奨と住民の健康教育を目的と

して行なっていたもので、それなりの成果は

あった。ただし、全村健康管理が20年を経過す

る中で受診率は低下気味で、講演会については

話を聞くことが中心で住民が企画内容に関わる

ことはなかった。何か違う取り組みができない

かと衛生指導員の集まりなどで話題にされるよ

うになった。

１９８１（昭和56）年11月６日、村の主催で「健



康大会」が開かれることになった。予防衛生や

料理の展示発表（村の健康管理、食生活、農薬

の安全使用、がんの予防、米と牛乳)、健康相談、

体力テスト、塩分測定、スライド上映「農薬と

農機具の安全使用｣、アトラクション、そして

映画会「ある村の健康管理」に続いて若月先生

の講演会「健康な村づくりのために」が行われ

た。

衛生指導員が体力テストの仕事をまかされた

り、内容としても新しいものが取り入れられた

りしたが、やはり村主導の企画で住民が主体的

に関わる内容にはならなかった。その後２回開

かれて終わることになった。

｢健康まつり」を実行委員会方式でやろう

１９８４（昭和59）年春、衛生指導員たちは「住

民が健康管理にもっと主体的に関わり、住民全

体のものにしていくためにどのようにすればい

いだろうか」と度々話し合った。ある日、佐久

病院健康管理部の職員とも話をしようというこ

とで連絡したところ、たまたま病院に残ってい

た八千穂村担当の職員数名が村に駆けつけて話

に加わったという。当時、衛生指導員と健康管

理部職員が率直な話し合いのできる近しい関係
だったことがわかる。

そして住民の代表が集まって実行委員会をつ

くり、「健康まつり」をやろうというアイデア

が生まれた。背景には秋田県象潟町の「上郷健

康祭」を健康管理部職員と村の衛生係が視察し

ていたことがあったようである。早速、次の衛

生指導員会で会長が「健康まつり」の企画を提

案したところ、村の担当者も賛同した。

１９８４（昭和59）年７月、「健康まつり実行委

員会準備会」として、衛生指導員、婦人会、公

民館、社会福祉協議会、農協、佐久病院、村住

民課の代表が集まり話し合いがもたれた。同年

９月はじめには、「八千穂村健康づくり推進協

議会」において準備会での話し合いの内容が報

告検討され、「まつりは自分たちのものだとい

う盛り上がりのもとに進められるよう、実行委

員会方式をとろう」と確認された。

実行委員には39人が委嘱され、１９８４（昭和

59)年９月19日､｢第１回健康まつり実行委員会」

が開かれた。この時、衛生指導員、婦人の健康

づくり推進員、食生活改善協議会、婦人会、公

民館、区長会、農協、商工会、老人クラブ、社

会福祉協議会、佐久病院、村（農政、衛生）な

ど、各種団体の代表者が集まった。名称は「健

康まつり」とすること、開催日は11月11日とす

ること、内容は「小委員会」で検討することが

決定された。

小委員会が９月27日に開催され、企画の進め

方としては、「全体会」と「専門部会」（企画宣

伝、展示発表、健康づくり）をつくり、部会で

表１第２回健康まつり実行委員会の栂成とその分担（昭和60年）
公民函一

教育委員会一

区長会

農協

商工会一

社会福祉協鯛会一

小・中学校・保育園

ＰＴＡ・保瞳者会

蝿人の健巌づくり協謹会

食生活改善推進協職会

婦人会一

老人クラブ一
断生指導員会一
衛生指導員ＯＢ会一

佐久保健所一

佐久総合病院一

付内開案医院・歯科医院

八千穂村役賜一

八千穂村

健康まつり

実行委員会

川の流れ
ゴミのゆくえ

世界環塊と私たち

蚕冒曹雨宮爾雨蔀要可

お米を見なおそう
歯を守ろう
ツポについて

レッッウォーキング

ストレッチ体操

圃雨551甲屑F天~5蔀吾□
演劇

衛生指導貝・婦人の推巡
血液について

役割
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細部の検討を進めていくことになった。その後

部会ごとの集まりがもたれ具体的な準備が進め

られた。（表ｌ）

衛生指導員会は村民の健康についての考えを

知るためにアンケート調査を計画した。会議で

内容を検討し、病気に対する意識、健康診断に

ついての考え、生活調査、その他とした。調査

は各地区の衛生部長が協力して行われ、１８歳以

上の約３千人から回答（回収率78.6％）があっ

た。衛生指導員は健康まつりに向けて協力して

結果をまとめた。

このような住民がグループを組織して自主的

にテーマを決めて学習・調査し、その成果を発

表するという手法は、長野県下伊那郡松川町の

住民活動に学んだものだった。1980(昭和55)年、

長野県厚生連健康管理センターの職員のすすめ

で衛生指導員と村の保健師が初めて松川町の活

動を視察し、その後何度も訪れたという。

住民による体験・研究発表

１９８４（昭和59）年11月11日、第１回健康まつ

りが開かれ、300人を超す村民が訪れた。

ジャズ体操やストレッチ体操、ヨガの体験、

パネルによる展示発表（衛生指導員による一健

康管理25年の歩み一など)、救急法の映画上映、

希望者への健康相談、手づくりおやつコーナー、

手づくりのとり釜飯試食、村民による踊り、病

院コーラス部の「農村巡回健診隊の歌」披露な

ど、住民や各樋団体の参加者が自主的な取り組

んだ盛り沢山の内容だった。

そして住民による体験・研究発表は健康まつ

りのメインに位置づけたもので、「胃施設検診

をうけて｣、「乳房の手術をうけて｣、「脳血栓に

なって｣、「有機農業野菜づくりと健康づくり｣、

「公害の中での健康を思う｣、「衛生指導員活動

について｣､｢健康管理住民アンケート結果から」

といったタイトルで住民自らが語った。

衛生指導員による発表「健康管理住民アン

ケート結果から」では、住民はがんが一番恐ろ

しい病気と答えながら、近隣の村よりも胃検診

や乳がん検診の受診率が低いという結果を示し
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ながら、「病気になると恐い、たいへんだとい

うことは、村民の皆さんはよくわかっている。

しかしその病気にならないために、あるいは病

気を早く発見して治すということが行動として

出ていない」と指摘し、「自分の健康は自分か

ら守るということに積極的にとりくもうではあ

りませんか」と村民に呼びかけた。

住民代表が実行委員会を組織して意見を出し

合い企画を練り実行したこと、中でも松川町で

学んだ住民の自主的な取り組みによる発表に取

り組んだことは、健康管理を住民主体のものに

する大きな一歩になったと考えられる。若月院

長も講評の中で、医者や保健婦や看漉婦さんだ

けが住民の健康を守るのではない、住民代表が

その立場で働きいろいろ意見を出すことが大事

だ、と住民主体の重要性を指摘した。

衛生指導員が、演劇に挑戦

１９８５（昭和60）年、衛生指導員の何人かが入

れ替わり、会長には高見沢佳秀さんが推薦され

た。そして第二回健康まつりの時期が近づき、

衛生指導員の会議が開かれた。

第二回では、誰かの発案で演劇をすることに

なった。テーマについては、まずは衛生指導員

として苦労していることにしよう、ということ

で胃検診が取り上げられた。衛生指導員たちは

他の町村と比べて胃がんが多いのに受診率が上

がらない状況に悩み、もっと多くの住民が胃検

診を受けて早期発見に努めてほしいと願ってい

た。そして「ガンコ親父の胃がん施設検診」と

いう演劇（脚本、高見沢佳秀さん）が創られた。

衛生指導員と村の保健師が役者になり練習を

重ね、健康まつり当日の上演を成し遂げた。佐

久病院の職員も音響効果や照明などで協力した。

演劇は好評で、しかもその後に胃がん検診を受

診する人があちこちで出てくるという教育的効

果があらわれ、「演劇は、高名な学者の講演よ

りも、地域の人たちにとっては心に残るもので

ある」という若月先生の言葉を実感させるもの

となった。

また、演劇を一緒に苦労して作り上げる過程



を通じて新任の衛生指導員たちに紳ができたこ

とも大きな収種だった。

演劇が健康まつりの恒例に

１９８６（昭和61）年、昨年の演劇の苦労が思い

出され、今年の健康まつりでは演劇を一旦休も

うという話が一時もちあがったこともあったが、

衛生指導員自らが踏み留まって継続を決定し、

今日に至っている。

第三回健康まつり以後､｢生きる｣､｢家族｣､｢死

をみつめて｣、「看る」など、毎年演劇が上演さ

れている。最初のころは、健診を受けようとか、

健康とは何かを考えようといった内容が多かっ

たが、その後高齢化社会を迎え、村でも老人の

介護の問題がでてきた。そのような中で、寝た

きり老人の介護をめぐって家族と親族の間に起

きたいざこざを描いた「看る」は創られた。

衛生指導員を中心とした演劇は健康まつりで

村民が楽しみにしている恒例の出しものになっ

た。また、村外からの見学者に影響を与えるこ

ともあった。ある近隣の農協生活指導員が演劇

｢看るｊをみて、その分かりやすく心に強く訴

えかける問題提起のやり方に感激し、早速相当

地域でビデオ映像を上映してまわり、その後自

分たちでも演劇をするようになったという。健

康まつりの演劇は住民にその時々の健康課題を

提起し、住民自らがその問題を考え、皆で話し

合う機会を促し、さらには新たな住民活動を生

み出す力ももった文化活動と言えるだろう。

地区ブロック会活動を健康まつりに結びつける

第一回健康まつり以降、住民による体験・研

究発表が行われてきたが、１９９１（平成３）年の

第８回健康まつりから、地区ブロック会の活動

に基づいて成果を発表する方法が始められた。

「地区ブロック会」は、衛生指導員の担当地

域を中心にして設定された地区において、衛生

指導員を保健リーダーとして活動する住民の集

まりのことであり、１９８９（平成元）年につくら

れた。女性の推進員も地区ブロックごとに数人

ずつ入り、衛生指導員と協力して活動すること

になった。活動の手法は、住民が自主的に年ご

とにテーマを決めて一年かけて学習・調査研究

するというもので、またその成果を健康まつり

で発表することにしたのである。村の保健専門

職や病院の健康管理部職員も会に参加して住民

の支援をしている。

上記のような地区ブロック会の活動手法も、

先述した長野県下伊那郡松川町の活動を参考に

したものだった。ただし、地区ブロックを設定

し、衛生指導員と新たに活踊し始めていた婦人

の推進員が協力しながら地域活動を展開する仕

組みをつくったところには、八千穂村の工夫が

あった。

１９９６（平成８）年、第13回からは「福祉と健

康のつどい」に名称が変更されたが、住民によ

る地域活動に基づいた発表は続けられている。

健康まつりと衛生指導員

健康まつりの発案からその後の展開を振り

返ってみると、衛生指導員たち住民代表が健康

管理に主体的に関わり、住民全体のものにして

いこうという方向性が一貫してうかがえる。

1984年第一回健康まつりの「健康管理住民ア

ンケート結果から」の発表を皮切りに、第二回

以降の演劇上演、1991年第８回以降の地区ブ

ロック会の学習活動に基づいた発表が行われて

きた。これらは、衛生指導員たちが全村健康管

理の活動に関わる中で次第に健康管理の力量を

身につけながら、他の住民組織の人々と協力し、

村の担当者や病院職員の支援を得ながら成し遂

げてきた事柄である。

１９８６（昭和61）年頃には、村の担当者から衛

生指導員をなくそうという考えが出たことも

あったが、衛生指導員たちは村の保健担当者や

病院の健康管理部職員とも議論をしながら、現

在につながる衛生指導員の役割と健康まつりの

手法を創ってきたのである。

今後の福祉と健康のつどいについて

福祉と健康のつどいには､｢住民や保健･医療・

福祉の関係者が交流する｣、「住民が保健・福祉

1８５
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に関する事柄を学び、提起された問題について

考える契機となる｣、「住民が主体的に地域活動

について発表したり演劇を上演したりする｣、

｢準備や運営に一緒に関わることで住民同士に

つながりが生まれる」など健康な地域づくりに

資する多くの機能がある。したがって、できる

だけ多くの住民が「福祉と健康のつどい」に関

わることが望まれるわけだが、多少気になる調

査結果がある。

1997年12月～1998年１月、八千穂村で集団

健診時に住民751人に対して福祉・医療・保健

に関する調査が行われ、「地域医療と住民参加」

という報告(明治学院大学河合克義氏による）

がなされた。福祉と健康のつどいに対する住民

の評価では、「よく知っている｣、「毎年参加し

ている｣、「大変役立っている」いずれをみても、

70歳以上が最も高率であった一方、３０～４０歳

代が最も低率であった。この報告は健康まつり

が始まって１４～１５年目のものであるが、３０～

40歳代をはじめ若い世代に福祉と健康のつどい

を伝えていくことについて工夫を要することを

示唆している。（Ⅵ章2.全村健康管理の効価と

評価Ⅱ・表２，３参照）

現在、上記の調査からすでに１０年以上経過し、

また2005年の町村合併や2008年の特定健診も経

験してきたわけだから、住民の評価は更に変化

している可能性もある。住民自身が時々「福祉

と健康のつどい」について調査・検討する機会

をもつことで、「福祉と健康のつどい」が住民

の健康づくりに役立つものとして、次世代に受

け継がれることを期待したい。

（前島文夫）

参考資料

ｌ）八千穂村．

２）八千穂村．

住民参加．
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'96福祉と健康のつどい．ｐ10-15.

,99福祉と健康のつどい．地域医療と

ｐ78.

ｐ－住民による
演劇活動一■

｢健康大会」から「健康まつり」へ

昭和5９（1984）年に、実行委員会方式で取り

くみを始めた八千穂村健康まつり（現・健康と

福祉のつどい）は、村民の手づくりによる取り

くみになってきている。それまで村では他の町

村と同じように、講演会中心の「健康大会」を

行なっていた。しかし、偉い先生の話を聞いて

感心して家に帰るけれども、あとはいつの間に

か忘れてしまうというのが実情であった。恒例

だから行う、というようなややマンネリ化した

傾向にあった。

そんな中、衛生指導員の提案で始まった「健

康まつり」は、講演中心だけでなく、住民がみ

んなで作り上げられるようなものにしたい、衛

生指導員も何か主役になれるような役割を果た

したい、という思いから始まったものであった。

(Ⅵ章参照）

衛生指導員たちは、第１回の健康まつりの際、

みんなで「健康管理アンケート調査」を行い、

内容検討・配布・集計・分析・発表などの取り

くみの過程で、自分たちの役割について認識を

深めたようであった。

｢劇」を始めたきっかけ

昭和6０（1985）年、恒例のタラの芽会も終わ

り、衛生指導員たちは第２回健康まつりに何を

やろうか、と少し悩んでいた。

ある会識のとき、佐久病院の小須田文恵（現

姓征矢野）保健師が、ポツリと「劇でもやっ

たら｣と､つぶやいたのがキッカケとなった｡｢そ

れは良い」ということになり、さっそくみなで

考えることになった。

しかし、劇などやったことのない衛生指導員

たちは当初戸惑いもあった。だが、皆の推薦で

当時衛生指導員会長だった高見沢佳秀氏が脚本

を担当することになった。そして、第２回健康



’
まつりで演劇発表「ガンコ親父の胃ガン施設検

診｣、の取りくみが決まった。以来、今日まで、

健康まつりでの演劇発表は続けられている。

高見沢氏は、今は衛生指導員ＯＢとなってい

る。しかし現在も脚本・監督を担当し、演劇発

表活動の中心的な存在である。

同氏は、平成2２（2010）年の農村医学夏季大

学瀧座の発表で、演劇を始めたきっかけについ

て、「私は子どものころ、佐久病院が出張診療

のあと行なった劇団部の劇を見たことがあるし、

また自分も青年団活動で演劇活動を行なった経

験もあった。衛生指導員になってからいろいろ

な学習をする中で、とくに若月先生の演劇への

考え方に大変共鳴して、自分もやってみたいと

思っていた」と述べている。

若月先生の演劇への考え方とは、「村で病気

とたたかう」（岩波新脅）に次のように記され

ている。

「農村演劇に力をつくすについては、宮沢賢

治先生の教えが大いに影響があったことをいわ

ねばならない。先生はこういっている。「農村

で文化活動をするに当って、二つのことを君た

ちにおくる。一、小作人たれ。二、農村演劇を

やれ」……村の中では、「貧しい農民』の立場

にたたなければいけない。そして、演劇をやれ、

むずかしい演脱なんかするなという。なんとい

う素晴らしい発想だろう。私もこの偉大な詩人

の精神から出発しようと思った」と。

衛生指導員たちはこの精神を受け継ぎ、現在

も健康まつり（現、健康と福祉のつどい）のた

びに演劇発表の活動を続けている。そして代が

変わっても若い衛生指導員たちが毎晩集って練

習に励み、村民の感動を呼んでいる。

また高見沢氏は、演劇をつくるにあたって、

｢家庭内や地域で当たり前に起こっている生活

の中の問題を題材にして（必ず取材をした)、

みんなで考えるきっかけにした。そして劇をと

おして仲間づくりをした。みなで夜な夜な集

まって練習に苦労した」と述べている。

つまり、氏自身の才能や努力も大きいが、一

緒に活動をした衛生指導員の協力なしには、こ

の活動の継続はなかった。演劇をとおして仲間

づくりをし、みなで毎晩集まって練習に苦労し

たことにより、衛生指導員たちは、お互いの気

持ちをひとつにでき､燃えあがるような「思い」

を持てるようになっていた。このことが、後に

村の一部で起きる、衛生指導員「廃止」の動き

に対して、まとまって対応する原動力にもなっ

たのである。（Ｖ章参照）

｢生活」の中から「シナリオ」を

また、衛生指導員の「健康まつり」における

取りくみ実績は表２のとおりである。

３０年近くも続けて、本格的な演劇を続けてい

る衛生指導員たちのパワーには驚嘆せざるを得

ない。

この活動について松島松翠佐久総合病院名誉

院長（元健康管理部長）は、高見沢氏のシナリ

オ集「いのちのいずみ第一集」（榛．1992年）

の中で次のように評価している。

「…劇の中に医学的な要素を折り込んで、そ

おける演劇（初演） 覧表

回 年度 タイトル

昭和5９（1984） なし

２ 昭和6０（1985） ガンコ親父の岡ガン施設検診
３ 昭和6１（1986） 生きる

４ 昭和6２（1987） 家族

５ 昭和6３（1988） 死を見つめて
６ 平成１（1989） 看る

７ 平成２（1990） ひとりぽっち

８ 平成３（1991） うちがこわれる

９ 平成４（1992） お母さんがたおれた
１０ 平成５（1993） お母さん死なないで

1１ 平成６（1994） 酒は涙か生きがいか

1２ 平成７（1995） あとつぎ

1３ 平成８（1996） 介謹
1４ 平成９（1997） 三世代家族
1５ 平成1０（1998） 介甑保険てなんだろう
1６ 平成1１（1999） たばこ

1７ 平成1２（2000） 老いる

1８ 平成1３（2001） 夫婦

1９ 平成1４（2002） 酒は涙か生きがいか

2０ 平成1５（2003） 痴呆と家族

2１ 平成1６ 200M$） 八千穂村健康づくりの道
2２ 平成1７ 2005） 在宅介纏

2３ 平成1８ 2006） まけるなわが子よ
2４ 平成1９ 2007） たばこ

2５ 平成2０ 2008） きずな

2６ 平成2１ 2009） 看る

2７ 平成2２ 2010） きずな

1８７
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れを演じながら、観る人の医学衛生知識の教育

啓蒙をはかる一ということになると、どうして

も､若月佐久病院長の一連の劇作『コン吉シリー

ズ｣を思い出さずにはいられない｡回虫症を扱っ

た「はらいた』をはじめ、多くの劇を、出張診

療に行くたびに、私たちは上演したものだ。

高見沢佳秀さんの一連の劇も、それを受け継

ぐものといってよい。なんといっても、八千穂

村の全村健康管理と結びついて、その時々に問

題となるテーマを取り上げているのがすばらし

い。最近は高齢化社会を迎えて、老人問題、寝

たきり老人やボケ老人のケアについてのテーマ

が多くなっているが、彼の視点の確かさを物

語っている。

ドラマ作成の技術的な面からいえば、まだま

だ稚拙な部分がないとはいえなくもない。そも

そも三十分から一時間程度の短い劇の中でもの

を言うのは、専門家でもなかなか難しい作業で

ある。しかし彼は頭でつくるのではなく、足で

つくる。あちこちを回って事例や素材を集めて

からシナリオにとりかかる。だから、セリフが

生き生きとしているし、中身も現実的で、観る

人は身につまされる」と。

行政や病院が主体となる押しつけでなく

また、同書で、当時の八千穂村村長高橋秀一

氏は、次のように述べている。

「八千穂村の全村民対象の健康管理事業が、

昭和三十四年、佐久総合病院と共同で始って以

来､早や三十三年が過ぎようとしています。（中

略）歳月の流れの中で何の問題もなく総て順風

満帆と言うわけにはいかず、時にはマンネリ化

から受診率の低下を招くこともあり、今後の検

診の在り方について、色々と話合いされ検討さ

れてきたわけであります。

基本的な問題として、住民一人ひとりが『自

分の健康は自分で守る』という意識の高揚を図

るためには、行政側、病院側が主体となる押し

つけではなく、住民が自発的に参加したいとす

る方式が必要で、村でもこれらのことを考慮し

て､昭和五十九年より全村民に呼びかけての｢健

1８８

康まつり」を開催してきました。

まつりの内容については、村のすべての団体、

組織が、その計画に参与しました。その中で特

筆すべきことと言えば、高見沢佳秀君の脚本に

よる演劇であります。彼のシナリオは、健康と

老人福祉問題をテーマに、現在の高齢化時代を

適確にとらえ、内容も本格的な演劇として素人

の域を脱し、観る人たちに大きな感動を与えて

います」と。

村長自ら「住民が自発的に参加したいとする

方式が必要」と言い、実際にその実現をさせて

いることは、八千穂村全村健康管理の特徴でも

あろう。

演劇が続けられたわけは

衛生指導員たちが毎年演劇を続けられたこと

について、高見沢氏は、病院の真剣な応援（健

康管理部・劇団部）があったこと、行政の積極

的な応援もあったこと、テーマも時代の変化と

ともに、高齢者の問題、福祉の問題も取り上げ

るようになったこと、上からの押しつけでない、

苦労をともにする中で、自分たちの取りくみに

なっていったこと、演劇をやるのかやらないの

か､毎年激論しながらも､毎年続けるようになっ

たこと、などをあげている。つまり毎年、やる

のかやらないのかの溌論をしながらも、最終的

には続けてきているのである。

平成５（1993）年、高見沢氏と入れ替わりで

衛生指導員になった内藤恒人氏（内藤氏は平成

21年まで16年間衛生指導員を続けた）は、東京

経済大学大本圭野教授からのインタビューで、

次のように述べている。（東京経済大学会誌．

2009）

「(内藤）いまは音響設備があるからいいけれ

ど､昔､杉本末吉（衛生指導員）さんたちがやっ

たときは、マイク１本で、音楽もなければ、役

者だってでかい声でしゃべらなければ通らな

かった。今は音響設備もあるし、それなりのプ

ロが衛生指導員の中にいるから、ピンマイクを

持ってくれば、声が小さくてもしゃべれる。

(大本）５０年代の半ばぐらいからテレビが普及



てきて、夜遅くまで聞き入った。しかし、皆さ

んから今の音楽この場面にピッタリと言われる

と、とても嬉しく思った。演劇を通して指導員、

協力者が一つにまとまるときだ。今年もそろそ

ろ演劇の練習が始まる。すでに脚本はできてい

るので､それぞれの役割を決めるだけである｣と。

時代が変わっても、衛生指導員全員の力で、

演劇発表活動の取りくみをしてきたのである。

若月先生がかつて言われたように、保健衛生

教育で演劇が果たす役割は、農村においてとく

に必要なものであった。今では福祉の問題も含

めて住民への教育的効果は大きなものがある。

その成果については、高齢化のすすむ村のさま

ざまな健康問題、介護問題を、演劇を通して村

民に訴えられたこと、理屈ではなく心からの共

感を持って理解してもらえたこと、劇をつくり

あげていく長い過程を通して、衛生指導員の仲

間意識が高められたこと、佐久地域全体に演劇

活動を広めていくきっかけづくりになったこと

などがあげられよう。

そして八千穂村衛生指導員の演劇発表の活動

は、今では佐久地域保健福祉大学同窓会演劇班

の活動など、地域全体への広がりを見せている。

しますが、それまでは青年団で演劇がすごくさ

かんでしたね。その後、大方の町では死に絶え

るのに、ここ佐久の地域はよく残っていますね。

(内藤）残すのも大変なんです。

(大本）残すには、どういうコツが要るわけで

すか。

(内藤）“やりたい人は手をあげなさい”なんて

言っても、絶対に手をあげっこないじゃないで

すか。だからこっちのほうから、“その役合う

んじゃない、やってみるよ”ともちかける。要

するに、あの人がいいからお前が言え、俺ばか

り言って問題が起きると困るからと先に言って

おくのです。なんでも長が言えばいいというも

のではない。下から持ち上げていかないとだめ

なんです。それで俺も今までやってこれたので

す。去年も何とかやれてほっとした。今、１６年

目の衛生指導員なんですけれど」と。

ちなみに内藤氏は電気設備工事会社の青年社

長さんであり、平成1７（2005）年町村合併前後

に衛生指導員会長を務めた。

演劇を行なって得られた成果

また同氏は平成1７（2005）年に小海町で行わ

れた、日本福祉大学ＣＯＥ教室主催の「第３回

居住福祉人材養成講座」で取りくみの様子につ

いて次のように発表している。

「昭和6０（1985）年第２回健康まつりでは、

衛生指導員が主体となって演劇が始まった。こ

れは、より多くの村民が健康まつりに参加して

もらうことと、文章や言葉ではなく、直接演劇

を見てもらうことにより、健康管理が一人ひと

りいかに大切か、また健診受診率を上げること

が願いだった。しかし、素人が演じるので毎日

夜の練習は大変だった。脚本演出は第１回目か

ら現在衛生指導員ＯＢ会長、高見沢佳秀さんに

お願いしており、大変ご苦労していただいてい

る。（休演をしたことは今までない)。

私は一度も役者としては参加しておらず、裏

役として12年間今までバックミュージックと音

響を担当してきた。これもまた大変で、劇に合

わせた音楽を選ぶには色々なＣＤを何枚も借り

沖縄県との交流

実は驚くことに、この活動は今、沖縄県にま

で広がりをみせ、交流が始まっている。前述の

大本教授とのインタビューで、高見沢氏は次の

ように述べている。

「(高見沢）沖縄も平均寿命が落ちたから、沖

縄あたりがかなり来ています。「琉球新聞』の

記者が取材に来て、八千穂村の健康環境を勉強

しなければといって、新聞記事をつくっている

のに立ち会ったこともあります。

（大本)北海道と同じで､車社会になってしまっ

て、沖縄の人も歩かないから。

（高見沢）俺も知り合いを通して、沖縄と交流

をやっているんです。それで去年（平成19年）

初めて、向こうでも劇をやったんです。タバコ

の劇をやりたい、そのシナリオを向こうの方言

に直すということでしたが、それを上演したの
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を送って寄越したんです。それで俺は去年２度

ばかり行って、向こうの「健康を守り隊」とい

う人とも話をしたんです。

（大本）もう少し詳しく話して下さい。

（高見沢）俺は２月と７月に行って向こうで、

みんなに健康を守ってもらうには、劇がいいよ

という話をしたら、われわれもやりましょうと

いうことで、去年の10月にやりました。沖縄の

読谷村に｢健康を守り隊』というグループがあっ

てお祭りがあるので、そのときにやろうという

ことで、じゃあ、これをやったらどうかと言っ

たら喜んで、書き直してやりました。ＤＶＤや

雷き直したシナリオを送って寄越しました。い

い結果を得たらまた来年もやるといっていまし

たので、今年もやると思う」と。

今後の活動の広がりが期待される。

衛生指導員全員の力で

前述したように、この演劇発表の活動は、衛

生指導員全員の力が結集されないと実現できな

かった。

しかし、衛生指導員たちだけでも実現できて

こなかったのは確かであろう。役者やら裏方を

引き受けてくれている、婦人の健康づくり推進

員の協力は大きい。また何といっても村役場担

当者の力も大きいものがある。保健師は役者に

もなるし、事務担当者は脚本のワープロ打ちか

ら始まり、練習会場の手配・連絡などあらゆる

実務をこなしている。課長はじめ職員が快く協

力してくれるからできるのである。また、佐久

病院職員の協力も大きい。毎晩おつきあいをす

る健康管理部職員、技術的アドバイスをする病

院労働組合劇団部の存在も見逃せない。

第１回目の演劇「ガンコ親父の胃ガン施設検

診」の取りくみを始めたとき、最初多くの衛生

指導員・村役場・佐久病院職員は、寸劇程度に

思っていた。しかし、佐久病院労働組合劇団部

の職員が練習に出向き、音響や照明を入れるよ

うになると雰囲気は一変した。本格的な音響と

照明の効果にみな驚き、改めて演劇への取りく

みに真剣な気持ちになったという。病院労働組

1９０

合劇団部で活蝿していた桜井賢彦氏（元システ

ム課長）たちにしてみれば、ふだんやっていた

ことを、何気なくやっただけだったという。こ

の最初のインパクトを陰で作った存在も、その

後の演劇活動の継続に一役をかつている。

｢演劇」の感動は人々の心に残る

前述の大本教授とのインタビューで、高見沢

氏は、劇とチームワークについて、次のように

述べている。

「(大本）演劇は集団創造ですから音楽から何

まで全部あるわけでしょう。

（高見沢）だから劇というのは、１人や２人で

はできないです。大勢の人がやらなければいけ

ない。それに１日や２日ではできない。だから

大勢の人で、幾日もかかるから、自然に仲間が

できる。だからチームワークをつくるには、劇

が一番いいと思う」と。

健康管理部職員で、最初から演劇活動に関

わった飯嶋郁夫氏（元佐久病院事務長）は、前

述のシナリオ集で次のように述べている。

「高見沢さんが、自らの演劇づくりに取りく

んだのは、村の健康まつりでの発表がキッカケ

でした。衛生指導員の活動と体験、そして日常

生活でのすばらしい感性の中から、ひとつひと

つの脚本が生まれています。高見沢さんは最近

では、佐久病院が主催する地域保健セミナー

(現・佐久地域保健福祉大学）を受諭され、そ

の卒業生で組織された同窓会の会長にも推され

ています（Ⅵ章参照)。

高齢化の進む佐久地方での健康な地域づくり

へと､その眼は向けられ､まさに住民代表の『種

まき人』として歩み続けています。「どんなに

立派な講演より、演劇の感動の方が人々の心に

残るｊが、彼の口ぐせです」と。

（飯嶋郁夫・油井幸子）

参考資料

(1)高見沢佳秀．シナリオ集「いのちのいずみ」第一

集及び第二集．：㈱棟．1992.1995.

(2)大本圭野．戦後日本における予防・健康運動の生

Ｉ



成・発展・現段階（下）－佐久病院と八千穂村と

の歴史的協働（コラポレーション）を中心に－．

東京経済大学会誌．抜刷2009：290.295.297

(3)内藤恒人．保健・医療・介謹・社会福祉を包括し

た「地域保健組織活動」発表資料．小海町．保健

福祉大学COE教室主悩第３回居住福祉人材養成

謂座．2005.

ロー鳥人の健康つくり
推進員の活動 －■

女性組織の誕生

八千穂村では、昭和3４（1959）年より、男性

のみで組織された衛生指導員が活曜していたが、

全村健康管理事業に関する女性の組織はなかっ

た。組織がないときの村保健婦は「保健補導員

大会があっても、他町村の推進員さんたちがバ

スを連ねて参加する様子を、指をくわえて見て

いた。八千穂村は参加しないから、近くの市で

開かれた大会時には､『保健婦の活動姿勢を疑っ

てしまう』とまで言われたりもした。保健婦と

一緒に健康を考える婦人の組織があったら、ど

んなにいいだろうと思っていた」と述べていた。

昭和5９（1984)年に､県からの補助を受け「婦

人の健康づくり推進事業」を３年間行うことと

なった。名称は「婦人の健康づくり推進員」と

して、食生活改善推進員と健康教室修了者の中

から、各地区ｌ～３名ずつ、計48名の委員が選

出された。ここに八千穂村で初めて、健康管理

に関わる女性組織が誕生したのである。

当時の「婦人の健康づくり推進事業」の内容

は、

①40歳未満婦人の健診事業

②食生活改善地区組織活動事業

・食生活改善講習会

・巡回活動

・健康まつりへの参加など

であった。（表ｌ）

新生「婦人の健康づくり推進員」

昭和6２（1987）年にそれまでの活動を見直し、

村の健康管理に榔わる婦人の組織として、区長

の推薦を経て、衛生指導員と同じく村長からの

委嘱状を受けた任期２年の新生「婦人の健康づ

くり推進員」１期生が誕生した。各地区から１

名、計40名の委員が選出された。（表２）

その設置にあたって、八千穂村婦人の健康づ

くり推進員設置及び運営に関する規則が制定さ

れ、新たに「各種集団検診及び健康相談等の受

診勧奨と保健管理の協力」が任務としてうたわ

れた。

衛生指導員の高見沢佳秀さんは、「我々衛生

指導員も地域住民の健康を守る活動をいろんな

方法で行なってきましたが、婦人科検診等の啓

蒙活動は、非常にやりにくく、また結果もおも

表１婦人の健康づくり推進事業

１９８４（昭和59）年-48名一

【目的】

健康の保持・増進のため、必要な知溌・技術の普及を図る。

【事業内容】

１．健康づくり、食生活改善活動
２．巡回活動

３．鯉康づくりに関する知職・技術の普及

・健康まつり、健殿相談､健診報告会などに参加協力する。
４．学習会

５．その他、地域の実憤に即した必要な活動

表２八千穂村婦人の健康づくり推進員の活動
１９８７（昭和62）年-40名一

【目的】

村が行う保健寵業の円滑な推進と保鯉福祉の向上をはか
り、あわせて村民の健康管理や公衆衛生に関する自覚を
高める。

【事業内容】

１．各樋集団検診及び鯉康相談等の受診勧奨と健康管理
への協力

２．衛生思想の啓躍苗及

３．成人病予防、母子保健、糟神衛生、生活及び栄養普及、
結核予防、その他保健活動の推進

４．地域における保健衛生の問題を発見し、情報を提供

するとともに、相互に検討し合って保健の向上に努
める
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わしくありませんでした。この健康管理活動は、

女性でなければうまく行かないことが大分ある

ように思います」と女性である「婦人の健康づ

くり推進員」の活動を力強い味方が出来たと、

歓迎していた。

村保健師は、「日常生活を支えているのは婦

人たちである。また、明るく暮らしやすい地域、

家庭を築くには、婦人の力が大切である。地域

に根を張って生きている皆さんだからこそ分か

る健康問題に目を向け、どうしたら健康に暮ら

せるか考え､行動する推進員を目指してほしい」

とその活踊を期待するコメントを寄せていた。

活動は、住民の健康管理を家庭の中へ取り組

む目的で、今までの食生活改善の普及料理の実

習と地区への伝達、学習会、検診当日の会場の

準備とお手伝い、健康まつりの実行委員、それ

に加えて各種検診の推進と検診のとりまとめ、

健康相談への協力、村の健康管理事業への協力

として、村の配布物の配布などを行なった。

皆さん区長さんから依頼されたときは、「健

康診断のときに、身長、体重を測ればよいとい

われた」「検診の手伝いをするだけでいいとい

われた」方などが多かったようであるが、実際

に活動してみて用事の多さ、会議、出掛けるこ

とが多いことに驚いたようである。役場の衛生

担当であった須田秀俊さんは「数ある地区役員

の中でも、部落長の次くらいに配布とりまとめ

の仕事が多く、また会議が多い」とその苦労を

語っている。（表３）

苦労を乗り越えて

とくに1988（昭和63）年に始まった村民ドッ

クのとりまとめ時には、皆さん苦労したしたそ

うで、「日本一の健康と長寿の村を目指して１

婦人の健康づくり推進員第１期記念文集」にそ

れまでのご苦労が記述されている。「婦人の健

康づくり推進員という役割がなかったため、健

診の推進に訪問しても、不思議そうな顔をして

『今度はあんたが衛生係ですか」と言われて何

か悪いことをしているように感じた」という推

進員さん。また「昼間、各戸訪問しても若い人

1９２

たちはいなかったり、夜訪問しても仕事から

帰ってきてなかったりして、結局早朝や休日を

利用してやっと取りまとめをした」とか、「一

度では済まず二度、三度と足を運ばなくてはな

らなかった」と健診のとりまとめの大変さを述

べている方が多くいた。

他に何度と足を運んだことが「押し売りのよ

うだ」と言われ不愉快な思いをした方、「『健診

なんか受けても毎年同じ、何の得があるのか』

と言われ、ならばドックを受けてくださいと言

うと、『俺は病院は嫌だ。医者も嫌いだ』と言

われ、後はいう言葉もなく、ただそうですかと

いうより他になく、嫌になってしまった」とそ

のときの悔しい気持ちを書いている方もいた。

推進員の活動は大成功

婦人の健康づくり推進員の活動は、人間ドッ

クや婦人科検診等の検診受診をすすめる活動の

ほかに、受診希望をとるだけでなく受診動向調

表３婦人の健康づくり推進国活動報告（63年度）



査も行なっていた。そして、多くの時間と労力

をかけた結果、婦人科検診の受診者数が次第に

増加という形で成果が現れた。（図１，２）

昭和6３（1988）年から始まった村民ドックも

1,003人が申し込み、しかも受診日当11のキャ

ンセルも少なく、ほとんどの方が予定どおりに

受診するという他の健診では考えられない状況

であった。

推進旦は、次のように活動の喜びを語ってい

る。

「初年度は婦人科検診のとりまとめ､健診の

お手伝い、健康食の料測拙習など特に部落を巡

回してのそれらは好評でした。二年|｜に村では

日帰り人間ドックを実施することになり、説明

会のあと申し込みのとりまとめに歩きました。

留守の家には二度三度押し付けがましくならな

いよう、各人大変苦労しましたが、申し込み総

数が1,078人を得、本当に良かったと喜びあい

ました1。

図１子宮がん検診受診者数の推移
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「新しく行われた村民ドックでは、今まで受

けたことのない方が受診され、より精密な検査

内容のもとに病気の早期発見、早期治療を受け

ることができたと、喜びの声を|Nilき自分も役に

立てたとうれしく思いました｣。

「次第に村の人たちにも分かっていただいて、

『大変ですね。ご苦労様でした』とねぎらいの

!;.艇をいただき、雌診に協力してくれた'。

衛生指導員とともに

健康まつりには、昭和5９（1984）年の第１回

から術生指導貝とともに実行委典会に参加して

いる。健康まつりの展示コーナーでは、手づく

りおやつの展示や健康食などの講習を行った。

昭和6０（1985）年から始まった健康まつりの演

刷では、衛生指導員と婦人の健康づくり推進貝

が役者となり協力して上演している。

平成元（1989）年からは、術生指導員ととも

に先進地視察研修にも行っている。初めての視
かみや；よざ

察先は岐阜県上矢作町にある、IIT立上矢作病院

であった。､'i時の院長は大鳥紀玖夫先生で、昭

和5０（1975）年まで佐久病院の内科に勤務され

ており、そのときに経験した八千穂村方式の健

診を上矢作町に持ち帰って、病院を設立し、住

蝿組織も雛えられていた。「ここにも仲間がい

ると力強く感じた」とは、視察に行った婦人の

健康づくり推進員の感想である。

平成３（1991）年に行った下伊那郡松川町で

は、「松川町の他Lliを考える果会」を視察した。

視察後、衛生指導貝と協力して、地区ブロック

会活動が始まった。

平成１２(2000）年には名称が｢婦人」から「女

性｣に変わり､｢女惟の健康づくり推進貝｣となっ

た。（高瀬美子）

参考資料

Ｉ）八下穂村.'1本一の健康と長寿の村をめざして

一婦人の仙服づくり推進貝第一川記念文集.1989

２）八千穂村.昭和59年度保健活動のまとめ.1985
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Ｆ－畳民の保健.福祉
ﾘー ダー づくり■

‐佐久地域保健セミナー・

佐久地域保健福祉大学のとりくみ

原点は八千穂村の衛生指導員活動

住民参加の健康管理活動を進めていくには、

地域の中での組織づくりが欠かせないことは、

佐久病院の地域活動の経験から、その重要性が

認識されていた。そのために佐久市・南佐久地

域を対象に、住民の保健と福祉の「佐久地域保

健セミナー」（以下：地域保健セミナー）とい

う「リーダーづくり」の取りくみを始めようと

したとき、八千穂村衛生指導員のほかにモデル

的な活動が二つあった。

ひとつは、群馬県の利根医療生協の「生協保

健大学」であった。こちらは昭和4９（1974）年

から開かれており、多くの卒業生がいて、その

内容は「草の根の地域医療」という本にくわし

く載っている。後になって、地域保健セミナー

同窓会の視察研修で訪れたとき、取りくみを始

めた利根医療生協の木村朝次郎専務から「モデ

ルは八千穂村の衛生指導員にあったのですよ」

と言われ、活動が「ふるさと帰り」している印

象を深くして帰ってきたという担当者の声があ

る。

もうひとつは同じ長野県厚生連の小諸厚生総

合病院の「実践保健大学」の取りくみで昭和５８

(1983）年から行われていた。すぐ隣の地域な

ので、卒業生の市町村単位の活動など参考にな

るところが多かった。

原点となった八千穂村や、その後の地域保健

セミナー同窓会の多くの活動の経験からも、保

健と福祉における住民レベルのネットワークづ

くりの重要性が認識されるようになってきてい

る。

１９４

住民の中に地域の活動家を

佐久病院の保健活動の経験から、地域保健活

動は病院だけでやれるものではなく、地域の各

機関・団体との恒常的な連携のもとに行うとと

もに、住民自身の「参加」がとりわけ重要であ

る、という認識を深めてきた。このことは現在

問題になっている福祉の活動にもいえることで

ある。

地域との各機関・団体との連携の方式として、

保健と福祉の現場の担当者同士が一堂に会して

話し合う市町村単位の「担当者連絡会（または

研究会)」を定期的に開いて、おたがいに意見

交換・研究をしあうというやり方をとるように

なっている。

一方、私どもの健康管理活動では、今ではあ

たりまえになっているが、健診をとおしての健

康教育には限界があり、未受診者を含め健康を

守っていける「健康な地域づくり」をすすめる

ために、つねに住民が自ら健康を守り、進んで

健診を受ける気持ちになるよう積極的に働きか

ける必要があると考えてきた。

地域の保健と福祉の活動を住民主体のものに

していく最もよい方法は、「住民の中に地域の

活動家を育てる」ことであると、八千穂村の衛

生指導員やその他の事例から考えるようになっ

た。そこで佐久病院では佐久地域で「地域保健

セミナー」というものをつくって、その同窓会

活動を活発にやってもらおうということになっ

たのである。この地域保健セミナーは１０周年を

節目に、「佐久地域保健福祉大学」と発展的に

名称を変更し、現在に至っている。（本稿は出

稿当時の状況に鑑み、地域保健セミナーと称す

ることを基本にしている)。

衛生指導員の力を借りて

昭和6３（1988）年に入り、健康管理部内の何

人かの担当者で、この講座の素案づくりが始

まった。

当時、しばらく学習会から遠ざかっていた

八千穂村の衛生指導員たちも、この「地域保健

セミナー」の趣旨に大賛成、この企画を全面的



に支援してくれることになった。しかし地域保

健セミナーが開講するまでには、さらに１年余

を要した。健康管理部の若手職員が中心につ

くったカリキュラム案に対し、若月俊一佐久病

院長（当時）は少し警戒感を持たれたのか、す

ぐに地域保健セミナー実施というわけにはなら

なかった。当時の健康管理部職員の現状からい

えば、無理もなかったのかと思われる。地域を

忘れ、健診業務だけに没入した「健診屋」とい

う側面があったからであろう。

当時衛生指導員会長だった高見沢佳秀氏（地

域保健セミナーの第１期生で後に同窓会長を１０

年間務める）は、健康管理部担当職員から頼ま

れ、地域保健セミナーの開諭を若月先生に「直

訴」するために佐久病院に出かけてきた。「君

たちが学習したいという気持ちは良くわかった。

病院も実現できるよう何とかしよう」と若月先

生から言われたとき、「キラリ」と光った先生

の恐ろしい目が忘れられないという。「自分の

行動が見透かされているようで、あのときほど

怖い思いをしたことはなかった」と高見沢氏は

述懐している。

カリキュラムや実施方法、その後の同窓会活

動などに１年以上をかけて検討を重ねたころ、

若月先生の「よし、やろう」のひと言から、平

成元年、「地域保健セミナー」は始まった。

衛生指導員たちは、第１期の講座から毎回参

加し、この地域保健セミナーと同窓会の中心に

なって活動をしてくれている。ちなみに後述す

図１地域保健セミナーを支える院内体制

雫
運営委員会20名

(医師･看誕師･技師･事務）

の
運営委員会事務局

佐久総合病院健康管理部
(担当者８名）

るに演劇班や食と環境班の活動には、衛生指導

員たちの経験が大いに役立っている。

地域保健セミナーで活動家を育てる

平成元（1989）年佐久総合病院内に「地域保

健セミナー運営委員会」が組織された。ここに

は医局、看護部、技術部、管理部門から比較的

若手の職員が代表として選ばれた。「委員会事

務局」は健康管理部におかれ、そこで「地域保

健セミナー」の実施に向けての検討がなされた。

現在、運営委員会の構成メンバーは、病院職員

ばかりでなく同窓生や住民代表、学識経験者、

行政関係者にも加わっていただき、各方面から

の意見を取り入れた講座を目指している。（図

ｌ）

この地域保健セミナー設立の目的と内容は、

①住民にとって役立つような保健・医療・福祉

の学習をする、②地域で住民の立場で活動する

理念と実践方法を学ぶ、③地域保健セミナー受

講卒業生による同窓会を組織し、地域の健康づ

くりと福祉のための活動を行なってもらう、と

した。すなわち、当初から単なる知識を身につ

けるだけの講座ではなく、住民サイドで地域の

中で長く活動する保健・福祉のリーダーを育て

ることがねらいであったわけである。

受調対象は佐久市と南佐久郡の住民または団

体職員とした。この地域保健セミナーの実施方

法は毎年１０月から３月までの冬期間（農閑期）

の土畷日の午後３時間ずつ、１期10回識座とし、

保鯉セミナー設立当初
（1990年）

佐久地域保健福祉大学設立時
（2003年）

1９５
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表１第８期地域保健セミナーカリキュラム（1996年度）

回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第９回

第１０回

テーマ

開諦式「健康な地域づくり」
演劇「看る」上演

こりや痛みとのつきあい方

｢轍らしに生かす東洋医学」

子供のこころとからだを守る
｢かけがえのない子供たち』

再チェック１成人病は習慣病

｢健康は毎日のつみかさね」

心の健願

｢良い人間関係を作るために」
｢体のおしゃべり～ポディートーク」

在宅ケア
｢地域で支えるお年寄りの暮らし」

花粉症の予防とつきあい方
耐えてきた花粉症」

珊蝋問題を考える（その１）
地球はみんなの宝物」

環境問題を考える（その２）
｢食と農と健康」

健康で明るい地域づくり（その1）
｢狐子をまく人になろう」

健願で明るい地域づくり（その2）
｢育てよう助け合いの心を」
｢旅立ち交流会Ｉ

受講料は１期全体で6,000円とした。定員は１

期につき３０～４０人で、１０回講座を通して受け

られることを条件とした。ちなみに、講座初期

にあたる1996（平成８）年度に実施している第

８期地域保健セミナーの講座内容は表Ｉのとお

りである。講師は佐久総合病院の職貝が中心に

なり、一部地域の専門家や経験者の応援を得て

いる。

弊集にあたっては当初、日常の辿桃の多い各

市町村の保健師、ＪＡの担当者の推臓による人

たちの参加が多かったが、最近ではむしろ卒業

生同士の紹介や、各種チラシを見て希望する受

識生の方が多くなる傾向にある（Ｍ２)。

同窓会は第１期の受講終了後に結成され、第

21期（平成21年度）の終了時点で同窓生は368

人（うち男性45人）となっている。

同窓会による地域活動

地域保健セミナー同窓会は、卒業生によって

規約もつくられた。その目的は「保健・福祉の

学習を継続しながら地域の健康づくり、福祉の

l９ｆ

内 容

･挨拶・自己紹介・地域保健セミナーについて

･東洋医学的食生活の工夫
ツボについて＝マッサージの実技を中心に＝

･子供のからだは今
･子供のこころは今

･がん、脳卒中、心臓病の予防と治療
，告知について考える

．まずは自分の体の状態を知ってから
･体を通じて心をほぐす
･新春交流会（会費制）

･地域ケア科のスタッフによるひとこと

･文化の発展とともに州えてきたアレルギー症状
･術淵している水、大気

･食と股を考える．子供や若者の食が心配

･添加物とのつきあい方・ふるさと自然の歌

･健康な町づくり
．みんなで取り組む健康づくり運励

．育てよう助け合いの心を

，閉拙式・同窓会について・懇親会（会鎚制）

図２訓座を知ったきっかけ

ＪＡ凹係巷

行政

同窓生

友人

チラシ

一可６，２
１１クワ

127』７

'１９．ｺ

’２２３

１２０．０

１１７０

１２４５

１１５．３

－麹一一'23.2

…'２２

l、ク、

１３１３

可3２７

■１５～１９川

口8～１４期
ロ１～７川

1m 1００２００３００４００９ｔ

ための活動を行うこと、会貝相互の交流と親睦

をはかること」としている。基本として地域保

健セミナーが終了のたびに卒業雌が同窓会に入

るしくみとしているが、｜＃l柵から20年を超えlIil

窓生の高齢化も手伝って、同窓会員数は横ばい

の状況となっている。

同窓会の主な活動は三つあり、一つは会全体

としての取りくみであり、二つ目は共通の関心



人体模型を使った第１回訓座

■＝一
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をもつ人たちでつくられた班活動、三つ’１は市

町村単位の支部活助となっている。

同窓会の全体としての主な活動は、①役員会

と総会の実施、②各支部や班活動への参加と援

助、③親睦をかねた視察研修旅行：２０１０（平成

22）年８月は“いいだ人形劇フェスタ”に出掛

け、各支部活動で活発に行われている人形劇上

演に役立てようと様々な角度から見学、④文化

拙淡会：例として「現代に多いこころの病気と

対処法・うつ病」をテーマに平成2008（平成

20）年１月、220人の規模で実施、⑤佐久病院

祭で同窓会活動の紹介：パネル展示とリフォー

ムつくし班による介池服の展示・ファッション

ショーなど各班による成果の発表と地域保健セ

ミナー受講案内などが主なものとなっている。

一
』

『
、

演削班による「看る」の上減

表２同窓会班活動

1９７

高齢者問題を取り上げた「演劇班」

同窓会活動の班活動は、機関紙・高齢社会・

演劇・食と環境・音楽・リフォームつくし・人

形劇の７部門に分れての活動となっている。こ

れは市町村のワクを越えてI|的を持ってまとま

り合い、同窓生が自分たちの仲間づくりと、知

識・技術の習得をする場としても役立っている｡

(表２）

とくに「演測班」は、高齢社会の問題をテー

マに、自作自演の本格的な演劇を地域に出向い

て上演するなど、同窓会活動の特微的な呼びも

のになってきた。ちなみに、その活動はＮＨＫ

テレビの番組制作の対象にもなり、注目を染め

たこともある。平成2０（2008）年11月までの演

劇班の活動実績を見ると、上演回数もさること

ながら、企画から上演に向けて、仕事が終わっ

てから集まる夜の練制LIl数は、膨大なものに

なっている。（表３）

高齢者在宅ケアのあり方と家族や周りの親族

の問題を扱った演劇「看る」を平成８（1996）

年５月に演じた際の、観客からのアンケートの

結果を見ると、「感動した」「いずれ自分たちの

問題として深刻に受けとめた」「身につまされ

た」という意見が多くあり、劇で訴える力の大

きさと、現実の膿村社会の抱えている問題を示

MII

ｒ

機関誌班

高齢社会班

演劇班

食と醐塊班

音楽班

リフォーム

つくし班

人形劇班

･手作りの「あさぎり」の発行(２か月に１回）
･絹築会議の開催

･取材訪問及び原稿依頼

･佐久地域福祉施設見学と学習会及び利用者
との交流

･娠倒予防体操やリラクゼイシヨンなどの学
習（年２回）

･支部の活動に班の経験を役立ててもらう

･地域に則した問題をテーマを取材
･シナリオの作成から上映まで班員で作成
･地域やセミナ．．などで劇の上演
･人形劇に使用するセリフの吹き込み

･環境の調査と学習

千曲川環境ウォッチング
･食の学習、まずは自給を
土づくり、野菜づくり、
健版を考えた食事づく１

共同川工、調理実習

･月２回の定例練習

･福祉施設訪問による歌の披露と利用者との交流

･週１回作品づくり

･介亜服づくり
･介溌服展示とファッションショー

･アイディア小物づくりと販売

･人形剛の上演
台本づくり

･支部活動での人形劇上減の支掘及び指導
．人形づくりと修理
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していることを伺わせる。劇の中に保健･医療・

福祉の要素を折りこみ、観る人の知識や意識の

向上をはかるという方法は、若月先生の手法を

防柳とさせるものがあり、またテレビ中心の現

代社会にあって、手づくりでナマのものが多く

の人に受け入れられる素地をも示していると考

えられる。また、この地域保健セミナーの活動

は八千穂村衛生指導員の活動に触発されたとい

う要素も大きいといえるだろう。（表４）

さらに演劇班員からは、「活動の中で仲間恵

識が強まった」「健康のことや高齢社会の問題

を広く考えるようになった」「大変だけどやり

がいがあった」「これからも高齢者問題や農業

問題の澗削をやっていきたい」などの声があっ

た。側をつくりあげてゆく長い過程にもかかわ

らず、３０人もの演劇班員の活動に対する熱意を

うかがうことができる。

食と環境問題にも取りくむ

「食と環境班」の主な活動と学習内容を見る

と、現在班員は１００人を超え一番の大所帯であ

り、毎年班員にアンケート調査をし、それをも

とに涌助計画を決め実施している。身近で、す

ぐ実施できて大切なこととして「食の自給」を

まず取り上げてきた。ビニールハウスを利用し
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表５食と環境班の主な活動と学習内容
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表４演劇「看る」への観客の感想９５．５

,''零薯
4.溌震

皇

食と環境班の学習会

表３演劇班の活動実績

･水質浄化のための学習とレンガ玉づくり
･安全な食に関する学習会やエコを意識した調理実習
･「潰け物集ｊと「おかず集」の作成と販売
･貰い消費者となるための学習
･環塊学習と観察会
･福祉施設への配食サービスの弁当づくり
･アースデイ佐久参加

･真冬の野菜づくり
･干曲川環境ウオッチング
･掴祉施設見学

アンケート183人（複数避択）

．感助した（137人）
.やがて我が家の問題として深刻に受け止めた('0'人）
・総会に演劇を取り入れたことがよかった（85人）
・嫁、姑の問題として身につまされた（69人）
・セミナー同窓会がこのような活動をすることがすば
らしい（60人）

，似たような経験をし、身につまされた（47人）
・自分も演劇活動に参加したい（24人）
(その他）
．若い人や学生にも見せたかった
、自分の町に劇団をつくって、身近な問題を考えあえ
たらすばらしい

、地'恥ぐるみで在宅介繊ができるよう、行政で取り組
んでほしい

・家族以外のまわりの意識が問題だ
、今日の劇をもとに、私の人生のよき極にしたい
、内容で、介護における男性（父親）の役割をもう少
し強調してもよい

上溌演目

看る

死を見つめて

老人の死

まごむすめ

うちがこわれる

たばこ

わが子の心の叫び

酒は涙か生きがいか

うちの嫁さん

介砿保険って
なんだろう

在宅介護

痴呆と家族

ガンコじいさんと孫

(朗読劇）

葉っぱのフレデイ

上淡集会名

地域保健セミナー開諦式
,八千穂村うその口地区会
･臼田町、南相木村健康まつり
･長野県介護福祉会総会
･小諸実践保健大学との交流会
･ＪＡ佐久しらかば州人部総会
･幽梨県増穂町社協大会
･望月町春日地区公民館

,南牧村健康福祉まつり
･地域保健セミナー開講式

･地域保健セミナー

,地域保健セミナー

,平成19年度川上村仙販のつどい
．１８年度同窓会総会

第15期保健福祉大学講座

･第16期保健福祉大学講座
･平成16年度同窓会総会
･第１7期保健福祉大学諦座

ﾛ平脱14年八千jWj村桐祉と“のつどい
･同窓会20周年記念式典

･地域保健セミナー開諦式
･八千穂八郡地区文化祭

･地域保健セミナー開詞式
･八千穂支部・川上支部
･門田支部

･１０周年記念式典
,県厚生連保健セミナー交流会

第１珠

第13期セミナー前座
･南相木村他願まつり

14$

セミナー訓座

セミナー諦座

用調式

服ｌｌ式

鯛
数

上
回
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43(20)名

１
１
１
１

た通年の野菜の自給、そのための土づくり、生

ゴミを堆肥にする方法やボカシ肥づくり、季節

にあわせた共同加工や料理を通しての学習会な

どを行なっている。環境面では水質浄化のため

の学習を行い、水をきれいにする「レンガ玉」

づくりなどを行なってきた。（表５）

班員からは、「食品添加物に注意するように

なった」「農薬使用をやめたり減らした」「土づ

くりに取りくんだ｣｢手作り料理を増やした｣｢ゴ

ミ処理に注意するようになった」などの声が聞

かれ、日常生活に活かされ、本やテレビ、新聞

などの食や環境の問題に注意をしている姿勢を

うかがうことができる。

平成1４（2002）年には“手作り食を広めたい'，

という思いから、班員が郷土食として受け継い

できた漬物の漬け方をまとめた『つけもの集』

の作成が決まり、平成1８（2006）年には『わが

家のおかず集』も作られた。この二つのレシピ

集は、班員はもとより病院祭や各地区でのイベ

ントでも販売され、班の活動費や同窓会20周年

記念事業の費用として使われることとなった。

また最近では、エコを意識した調理や、モノが

溢れる中で賢い消費者であるための学習なども

行なっている。

図３佐久地域保健福祉大学「支部活動」の状況（旧行政単位）

数字は同窓会員数（2011年１月現在）

合計３６８名（うち男性４５名）

小海町

。｢躯銅会」と称して活勘

・福祉施設でのボランティア

・視察研修旅行

・保育所や囲康福祉まつりでの人形

劇上洞など

旧佐久市

。「ねむの木会｣と称して活、

・市内福祉施股でのボランティアなど

旧臼田町

。｢星ふる臼田」と称して活動

・町内保爾園や囲康と禰祉のつどい

などでの人形劇上洞など
旧佐久市７０(6)名

旧佐久町

・保商圏や髄康と福祉のつどいでの

人形劇上演

・掴祉施股ボランティア

・エコクラフト作品作りなど

旧八千漣村旧八千漣村

・宅老所瑠唄盤圃ボランティア

･視察研晦琉行

･地瞳震醐群進の四通会

･保育園や、眼と福祉のつどいでの

人形劇上洞など

旧臼田町６８(7)名

／雨産扇旧佐久町

37(3)名

旧八千魂村
b

43(20)名〆 北相木村

。「やまびこ会」と称して活、

・支部としての活肋はなし

圃別に配食サービスなど

Ｉ

北相木村

９名小海町

28(3)名

･翠早尻H』翻弄ＶJ１．厘コくり

･食育活動・有価l圏粟実践など

吾言L唖南牧村３４名
南相木村

。｢だんぽぽの会」と称して活動

・村内環蝿堕聞と土作り

・襲草勉鞠会や竹炭づくり

・食育活動・有樋圏粟実践など

川上村３３名川一
劇上澗など

南牧村

。「こだまの会」と称して活1lｂ

・厘食配食サービス

･傾園ボランティア

・介咽施殴視察など

川上村

。「しゃくなげ会」と称して活、

・漣殴まつりでの人形創上週

・独居老人食駆サービス

・朗暁診加など

名）北佐久地区１２名（４名）北

1９９



Ⅵ健康な地域づくりのための運動

市町村単位の支部活動も

市町村単卿位の支部活動は、この地域保健セミ

ナー開講の目的に照らしても、もっとも重要な

活動と考えている。それはｎ分たちが住む''1Tや

村の保健や福祉の問題を、住民の立場から守り

発展させる活動を行い、住みよい地域づくりへ

とつながることが期待されるからである。各支

部の主な活勤の柱と構成人貝を見ると、多彩な

アイディアも含めて着実に支部活動が歩み出し

ていることがよくわかる。これには同窓会の役

員となる支部長さんたちの関わり方が大きいも

のとなっている。（図３）

ちなみに小海町支部は「朝霧会」として発足

し、２ヶ川に１回定期的に集まり、活発な取り

くみと話し合いがされている。これには行政の

保健師が住民の活動として理解を示し、自分た

ちの保健福祉活動の一貫に加え、支部の事務局

的な役割をうまく果たしていることも見逃せな

い。町内にある福祉施設での定期的なボラン

ティア活動、町の健康まつりや保育所での人形

劇の発表など、「任期のない役興」としての町

の中での活動が活発に続いている。（図４）

この支部活動について、小海町卒業生37人の

アンケートでは、仲間づくりができた53％、脱

図４小海町支部の 活 動

佐久地域保健セミナー同窓会
９支部３６８名 岸｛

小海B]支部朔駕会(28名)21期

支部長一副支部長一会計一連絡員７名

活動目的

(大きくなった木に花を咲かせましょう）

町の保健や福祉の学習と活肋に

参加し会員相互の交流、仲間作
り左はかる

主な活動

・２月に１回の支部会の定例会

・福祉施股でのボランティアの定例化

・福祉施設見学と介護に関する学習

（高齢社会班共催）

・町の健願まつりや小海分院祭・保

育園などでの人形劇の上演

・親睦旅行など

劇０m

同窓会事務局

(佐久総合病院側肌管１Ｍ'部）

野が広まりi:１分自身の向上につながった21％、

地域の情報をより知ることができた１０％、参加

するのが楽しい１０％、地域づくりの大切さを学

んだ６％などの結果が得られている｡さらに｢地

域活動への姿勢の変化があったか」の問いには、

63％の人が械極的に参加したり、前より参加す

るようになったと答えている。とくに関心が高

く、心がけたり実行するようになった事として、

今後の生き方を考える、食の自給や安全に心が

けて取りくむ、保健・医療・柵祉への関心が揃

グループワークの発表訓座より

同窓会の野外学習一薬草勉稔会

表６担当した病院職員からの感想・意見

･医療・保健・福祉は住民のものだということが今更な
がら実感できる

．はじめはこの取り組みがうまくいくかと思ったが､やっ
てみると余計な心配であることが分かった

.人間の結びつきの中で、数字に表;nない信頼が必ず病
院に返ってくると思う

．自分たちの仕耶の役割、意義を考え直すきっかけになった
．自分もやがてこういう人達の仲間となって地域でとも
に生きてゆきたい

｡それぞれの活動目標ができるまでが大変
･通輔の勤務時間と異なるときに様々な企画がもたれる
ため大変


