
地域健康つくり員(旧衛生指導員）

私と衛生指導員

衛生指導員ＯＢ会会長購崎正孝

雌州で…東京で′ぼれ、Ｉ|脳}で大'二Iliil'|;1.のＮ:の実家に３歳頃疎|＃l、父が畑八村で水

工所を営業していたので小学校入学を期に上畑に借家住まいをしました。

小学４年頃赤痢が流行し､同級生の薄暗い借家の土間でお尻を出し検使を近所の人々

としたのが集団健診との出会いです。

水道が各家庭に敷設、木製のスピーカーから農民体操が流れ、各地区ごとに早川発

見の為に集団健診が行われた。任期が無くボランティアで健診会場でお手伝いをして

いた先輩を拝見したのは､東京オリンピックの翌年(昭和４０年)､帰郷してからでした。

幸い浮き沈みの経済の巾、多くの人たちに悪まれテレビのキャビネットを妙巾で製

造しました。しかし新素材の川現で,k製がプラにとって代わり、ひ弱いihfがＷは脆く

も壊れて昭和６１年ｌｊ１に夏川先ﾉk執ﾉjでオペをしていただきました。体ﾉJの凹復が

思わしくない３年後、１２成元ｲ|§肌ﾉ|<先飛から衛生指導員をIjlき継ぎました。２期８年

佐久ﾙ埼院他服街皿部、村の保他|'|'|iさん速のご脂導を得、製造災一筋の私には別の||州

が見えました。’一|的をひとつにした雌き仲間との学習会、推進典との他ﾙMまつりでの

発表、各地への視察研修、演側での訴え、なにをとっても充実した会でした。

今後の更なる会の飛躍とご降盛を期待いたしますと同時に、役を指γIされたときは

絶対に断らないでください。役が自分を府いたり、俵き多くの仲間との出会いがある

からです。

1図０

||’



1２１

|Ｉ

保健推進員

保健推進員の活動

平成２２年度保健推進貝会長今舛みき１２

｜/I§久棚'１Jは、平成１７年にlll佐久'111.と''1八1~･穂村が合併し誕ﾉ1弓しました。

ｌｌＩＩ/,;久''1｣.は、昭和３８年に|~保仙Illi禅は｣、｜|_'八千聴村では、lliL{和５９ｲliに「父性の

他康づくり推進員｣が発足しました。合併に伴い｢保健推進員」と袷称を変更しました。

得地区の代表者の推薦により'''1長より２年任期で委嘱され、現在ｌｌ７ｆＩが活伽してい

ます。

主な活動内容は、各種検診のとりまとめ、検診の結果報告会への協力、地域学習会

への参加などです。地域健康づくり員とお互いに協力し合いながら、自分自身や地区

の健康課題をみんなで話し合い考えています。

平成２２年度活動報告

4/２２委嘱式活動説明会

5/２６健康づくり員・保健推進員合同学習会

講演「健康づくりと住民の役割」

佐久保健福祉事務所所燈lIl｣.田宗仁先生

ブロック学習会の取り組みについて貴重なお話を頂きました。

5/３０環境美化運動・保健関係者親睦会

6/１５～６/３０乳房・子宮検診の手伝い

６月～１０月の初旬地域学習会

各地低公民館を使用し４～５１１１|、８つのブロックに分かれ、健康について「テー

マ」を決め学習会を進めます。｜'|ら学1WWしたいことに取り組み地域に迷元する

活動を行っています。役場保健師が''1当し、千曲病院、佐久病院が応援してく

ださいます。

8/２８健康管理合同会議

ｌＩｌＩの他康蕊業に関わっているl篭旅関係背、各種団体の皆さんがN｣.の他康づくり

について話し合いを行っている会議

テーマ「若年のがん死亡を考える」～一人でも多くがん検診を受けよう～

町の現況について「町の検診結果」から役場保雌師より、「町民ドックから見

えるがんの傾向」は、千曲病院より、「地域診断からみえること」は|/f久保健禍

祉事務所から報告してくださいました。



保健推進員

グループワークとなって、意見を出し合い、まとめて発表となりました。

病気の早期発見、早期治療するには、一人でも多くの町民が検診を受けられる

環境、声がけが大切だと出されました。

9/３０長野県保健補導員等研究大会

佐久穂町が事例発表となり長野市のホクト文化ホールに於いて「佐久穂町の紹

介」と「地域健康学習会」の活動について発表してきました。

私達、東ブロックでの発表で、年を重ねると体の動かし方に悩みや不安を抱え

る人が多くなることから、「これからも職ばずにしっかり歩くためには？」とい

うテーマで学習しました。「ロコモティブシンドローム」＝加齢による運動器症

候群のことで、この視点から学習を進めてきました。

①千曲病院の理学療法師星野貴正先生の講演から

移動能力を低下する為の予防として「スクワット」「ヒップエクステンショ

ン｣筋肉をきたえるロコモ体操を実践してきました。会場の皆さんも一緒にやっ

て下さいました。

②ヘルストレーニングディレクターの宮本霞一先生の講演から

ノルディックウォーキングの体験からポールを使うことで正しい姿勢になり、

上半身・下半身のバランスを保つための運動器の効率的な働きが、肩・腰・膝

への負担を軽くし、運動器の障害を予防するということで、実践してきました。

③八千穂高原でノルディックウォーク体験から

役場観光係の協力のもと、八千穂高原を歩き、白樺群生地や山野草に触れ、地

元の自然に感動したことから、スライドを背景にステージを音楽に合わせてノ

ルディックウォーキングを実践してきました。「歩く」ということがどれだけ基

本であり、亜要であるか発表してきました。

助言者の上田市健康福祉部健康推進課長、師川敦子先生の講評では、

●自ら地域健康学習会に取り組み､自分達でテーマを決め学習を進めていくこと。

●県内唯一の男性健康づくり員と一緒に活動していること。

●ロコモ体操を実際日常生活の中でやってみたい。

と大変に評価されました。

７年に一度の大舞台での発表で緊張感の中、保健師、推進員の団結で大変に盛

り上り、感動的で素晴しい経験となりました。

束御市の推進員さんが視察に来られ、情報交換をしながら交流も深め、八千

穂高原も満喫されました。
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保健推進員

福祉と健康のつどいでのブロック学習会
発表の様子

10/１６福祉と健康のつどい準備

10/１７福祉と健康のつどい参加演劇参加

参加省1,000人以上の住民の前で学習会で学んだこと体験したことを４枚のパ

ネルにまとめ発表します。健康づくり・介護・脳梗塞．更年期から、ごみや環

境まで多岐にわたっています。

11/５佐久地区保健補導員等研究大会

立科町「体育センター」で行なわれました。

講演「身近な医学の心得知っているようで知らない健康の知識」

医学博士松原英多氏

ボケア防として、生活リズムをしっかりとること。よくかんで３度の食事をと

ること。欲の心が必硬だと学びました。

11/１２集団健康検診説明会問診票と検便器配付

11/２９～１２/５集団健康検診手伝い

２３年１/１１～２/３検診結果報告会手伝いⅢ

【年間反省】

検診IlI込11の配付と回収、様々な活動を通し、戸惑うこともありましたが、

役場保健師を始め、多くの人と出合うことができ、楽しく勉強になりました。

自分の仙服はI'|分でつくり守ることの大切さ、今後も学んだことを家族や地域

に広げていきたいと思います。

長野県保健補導員等研究大会での
発表の様子
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は廃止のレッテルを貼られ驚きましたが、過

去４０年の実績と多くの署名を集めて何とか細

続出来ることになりました。食改協のスロー

ガンは「私達の健康は私達の手で」となって

います。これからも食を通じて地域において

健碓づくり活動が続けることが出来たら大空

幸せだと思います。

現在会員は３０数満ですが年々高齢になり減

りつつありますので、若い人達の入会をお待

ちしております。町の他康管理１雛も年ごと

にきめ細かくなり大変良いと思います。私の

義母は集団健康検診を受けずに亡くなりまし

た。当時は仕方のない蝋であったとは思いま

すが、足非、高齢喬や苫営にもきめ細かな対

応を取られるよう期待しております‘，

食生活改善推進協議会 1２４

スーバーツルヤ前にて食育の日のチラシ記し

食生活改善推進協議会のあゆみ
食'k活推進協談会会雌柳浬美ド'11江

平素は食生活改善推進協識会に町､l1AIjより多大なるご協ﾉ｣をいただいておりますこ

とに感謝申し上げます。111Jの他Ll〔街I'卿F業を振り返り、住民とともに支え合う地域N：

会をめざす為に記念誌を発刊するので原稿を、という依頼がありましたので食改協の

足跡を振り返って見ることにいたしました。

長野ﾘ,↓食生活改沸推進協議会はＩＩ部１１４２ｲドに設立され、｜|･I佐久1111協識会はlIilｲ|』、’'’

八下穂村協議会は昭和４３年に発足されたとのことです。県、佐久支部においては、

平成２１年に４０周年記念事業や記念誌の発行が行われました。諸先推の皆さんの長年

の御努力に感謝します。減塩運動をはじめとして健服づくりの為の食砿活・運動等の

知識の普及や郷ｋ食の伝承群、町民の食ﾉt活改稗や健康1W進に取り組まれてこられた

とのことです。

中でも成果を上げたのは減塩運動であり、これにより脳出血や胃がんの死亡率が減

り、男‘'1§は長与ｎ本・に、また女性の存命も上位に上がって来ているのではないかと

聞いております。

一昨年、国の第１l且Ｉ事業仕分けにおいて、食改協の上部団体であるｎ本食生活協会
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佐久地域保健福祉大学同窓会

保健福祉大学同窓会の理念
八千穂支部長横森降海

我々 の佐久穂'111.は、私が八~｢穂に住み始めた昭和４４年頃には、農村民の医娠と「｜

常生活における改鉾に、行政と村の各種団体を上げての活動が、佐久病院、佐久保健

所の指導をうけながら、村民の健康と牛活形態に力を入れた活動（農薬、食と栄養、

住宅環境､病とのつきあい方etc）につき先進的な活動がなされていた事が鯖きと共に、

人|H慨('､〕:の村で希望に満ちた村作り粘神に心1.1たれた件でした。この活動を』,!｛|§も続

けていることは地域住民の誇りと思います。

現ｲ|;町の健康祭として町民に、健康管理の大切さを訴える活動を続けることにより

''1Jの医療黄削減に努力してきた結果全同で棋範となっている。私達の同窓会としても

農村の雌旗管理・食と住宅改善・現仏使川されている|ﾀﾐ雛カルテの生みの親である若

月俊一佐久病院名誉総長が発足した佐久地域保健福祉入学として、地域の発展のため

に住民一人一人が、「穂をまく人になろう」という理念の荘で活動するものです。

私達町民は、各|‘1が思いを実現させるには、まず強くしっかりと願蝦することが而

喫でその思いが起点となり暇後には成眺する。思いはいわば種まきであり、個人であ

れば人生、要職者であればその職責という庭に根を張り、幹を伸ばし、化を咲かせ、

実をつけるための、最初であり、もっとも重要な要因なのである。

佐久穂'１１Jを誇れる町にするには、肯艮、識員、職員、’''１民が、それぞれの願望（|=Ｉ

的意識）の大きさ、高さ、深さ、熱さの差から、成功･失敗が決定するので、一丸となっ

て町の向上に努力していきましょう。

佐久地域保健福祉大学同窓会と地域活動
佐久町支部事務局出浦修身

佐久地域保健福祉大学は前身の「佐久地域保健セミナー」が「地域の雌康づくりの

臨休は、住股I‘I身が医学の知識や保健予防の技術をしっかり学んで活肋するもの」と

の若月元院長をはじめ佐久総合病院の地域健康づくりへの理念から、平成２年２月に

佐久総合病院の主宰で始まり、後に合流する「お年寄りケアセミナー」は同年４月に、

少子商齢化の時代の社会的要請に対応してその歩みを開始し、平成１５年に「佐久地

域保健佃祉大学」に統合され、今年は第２３期目の受諦ﾉtを迎えております。

この間､旧佐久町地域でも６０名を超える住民がこの｢セミナーと大学｣を受講し､｢種

をまく人になろう｜を合!；葉に、地域での健康づくりや福祉活動の活動を実践して来



保健福祉大学同窓会

ました。受nIjiが終了すると多くの修了ﾉＩｉは|||｢|i町村毎に組織された｢|Iil窓会｣に入会し、

現ｲEでは３０ｆ,が所屈しています。

この同窓ﾉkはlIil窓会としての活動の他、ノミ々の地域での保健惟進Liや柵祉委員など

の地区の役興や公民館活動、ＪＡ女性部の１，棚jなどで地域の健康づくりやサロン活動、

見守り活動等のボランティアの中核メンバーとして活動している他、脚分や家族の健

康づくり、介護]i’'防、予防医学面でも高い怠識を持って行動しています。

同窓会としての活動は支部活動が始まった平成４年頃から平成１５年頃までは、食

の安全やｉｉ機股業などの学習を通じ地域の仙服づくりをリードする・方、介謹服や介

謹、小物作りと独ｌｌＩｌや老々 の高齢片への''1.食サービスと占ったボランティア活動が同

窓会活動の中心となっていた。保健福祉大学として統合された､１４成１６年ころからは、

それまでの中心的なボランティア活動であった配食サービスが専門業帯に脇管された

事も櫛り、活動の｢''心は佐久療謹剛や宅老所への「お話し会」や介煎支援の福祉ボラ

ンティア活動や、八千穂支部と合同で実施する町内３保育園での人形劇の上演等のボ

ランティア活動へと移ってきています。

当支部では会員の９１Wが女性会員で有り、食の安全や保健予防、イＩｉ宅介,湖への懲撒

はｲ収めて111く、自分や家族の他ﾙ|雛怖は勿,iiii、｛|地介誰の実股や地域サロンの迩営やはｲ収めて11,1iく、自分や家族の他ﾙ|〔維怖は勿,ｉ

担い手として「住民がいきいき暮らせる仙

康づくり・地域づくり」を地域の中心的メ

ンバーとしてＨ常的に実践している。又､｢絵

手紙」や「エコ・クラフト」などｎらの趣

味を生かし、仲間づくりや生涯学習を通じ

て「ピンピンコロリ｜を目指す健康づくり

を実践しているのも特徴のひとつと!;･える

でしょう。

国保や後期高齢背の医療賀・介護料金が

年々増加する昨今、「健康は住民自らつくる

もの」の意識を持って、“住んで良かった佐

久穂町'づくりに地域の中心的メンバーと

して少しでも典献出来る様、佐久町支部で

は佐久地域保健WIWll:大判11窓会員がllllil人と

して又、卜11体として保健・柵祉活動を継続

してまいります。

olIIvii-

佐久療護園での「お話し会
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保育園での人形劇上演
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福祉と健康のつどい



1２８

健康づくりのあゆみ
～笑顔があふれる佐久穂町をめざして～
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住民参加の｢福祉と健康のつどい』
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福祉と健康のつどい

旧八千穂村から続いている演劇活動

高見沢佳秀

昭和６０年、旧八下穂村の第２１且Iの雌ﾙ１球つり、当時の術生指導員達が何か指導貝

独I4lな発表をしようと会議を雨ねていました。だがなかなか良い案が思い浮かばない、

そんな時誰かが｜劇でもやったら｣。演劇、これはいい考えだ、劇ならみんな喜んで

観てくれるだろうと、全員従成しさっそく取り組むことにしました。でも演劇づくり

は大変です。シナリオ作りから上演まで、役者、照明、効果、人小道具係りのスタッ

フ聯、大勢の人たちがﾉJを合わせて作り上げるのです。それも１日や２Ｈではできま

せん。２ヶ月間かけてつくり上げるのです。結果は好評でしたが、初めての取り組み

で本当に大変でした。でもこの大変な演削がそれから２６年間も続いたのです。平成

１７年、町村合併した後も続いています。

なぜこんなに長く演劇が続いたのでしょうか、訳はいくつかあると思います。まず

|ﾉｉｉ久病院の他ﾙ貯鯉部や劇1J１部のみなさんの真剣な応援があったことは大きいと思い

ます。また、行政の積極的な応援も本当に力になりました。合併後は下曲病院の大勢

の職員のみなさんにも力になっていただいています。そして何よりも衛生指導員（地

域健康づくり、）たちが、ｋからの押しつけでなく、に'主的に、苦労を典にする中で

,‘,分達の取り組みとして行うようになったことです。時には激論をしながらも毎年演

劇を続けてきました。

演劇活動の良さはなんでしょう。まず演劇をつくり上げて行く長い過穏を通して、

術堆指導員(地域健康づくり其）の健康意識が高められ､細細作りができました。また、

商齢化のすすむ、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る

ことができました。また住股も理ﾊﾙではなく、心からの共感を持って理解してもらう

ことができました。

演劇は、講油より地域の人たちの心に残ると思います。術演も良いけれど、演劇で

泣いたり笑ったりして理解したものはずっと心に残るようでした。

佐久病院の芯月先生の若月俊一濡録のなかで、「農村では、むずかしい医療保健の

漁脱をやってはいけない。劇で、笑ったり泣いたりしながら、その中で納得させるが

よい」と教えています。やはり劇の力は大きなものだと感じています。

鍛後に２６年間続けてきた演劇活動、これは歴代の術'k指導員たちの汗と涙の結鼎

だと思います。これからもずっと続けてもらいたいと思いますが問題点もいくつかあ

ります。世の,-,1の変化とともに、周りの樵活はもちろん、制度や仕組みが変わって、
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福祉と健康のつどい

以前のような活動がしづらくなってきています。時代の流れで新しい住民が卿えてき

て、地域のまとまり感がうすれ、おまかせ主義的な住民が多い印象を受けます。

これからは情熱を持って取り組むためには、行政、病院、担当地区の後押しや術生

折導風ＯＢの人達の協力も必要ではないでしょうかｃ

八千穂村衛生指導員初演演劇一覧表
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１

1Ｖ

回

２

３

４

５

６

７

８

９

1０

1１

1２

1３

1４

1５

1６

1７

１８

1９

2０

２１

2２

2３

2４

2５

2６

2７

年度

昭和５９年〈1984）

昭和６０年(1985）

昭和６１年(1986）

昭和６２年(1987）

昭和６３年(1988）

平成元年(1989）

平成２年（1990）

平成３年(1991）

平成４年(1992）

平成５隻(1993）

平成６年(1994）

平成７年（1995）

平成８年(1996〉

平成９年(1997）

平成１０年(1998）

平成１１年(1999）

平成１２年(2000）

平成１３年(2001）

平成１４年(2002）

平成１５年(2003）

平成１６年(2004）

平成１７年(2005）

平成１８年(2006）

平成１９年(2007）

平成２０年(2008）

平成２１年(2009）

平成２２年(2010）

タイトル

なし

がんこ親父の胃がん施設検診

生きる

家族

死を見つめて

看る

ひとりぼっち

うちがこわれる

お母さんがたおれた

お母さん死なないで

酒は涙か生きがいか

あとつぎ

介謹

三世代家族

介護保険てなんだろう

たばこ

老いる

夫婦

酒は涙か生きがいか

痴呆と家族

八千穂村健康づくりの道

在宅介護

まけるな わ が 子 よ

たばこ

き ずな

摘 る

まごころ



1３１

あとがき

佐久穂町が誕生して６年が経過し、合併当時よそよそしかった職員同士もいつの間

にか「ちゃん」づけで呼び合うなど､名実ともに一つの町になり職員それぞれが頑張っ

ている様子が見受けられます。

さて、毎年度に発行する健康管理事業年報や福祉と健康のつどいの冊子を一読する

と、仙康管理事業や福祉事業および介誕事業など、町で実施している事業の多さや、

病院、福祉団体、ボランティア団体の活動など多くの人たちにより支えられているこ

とにあらためて気づかされます。

最近、若い方の葬儀の無線放送が流れます。検診は受けていたのか、もし受けてい

れば奥さんや子どもさんを悲しませなくてもよかったのではと思われることがしばし

ばあります。

平成２２年度の健康管理合同会議のテーマはがん検診の推進でした。どうしたら検

診率を上げられるかを、健康づくり事業に桃わる多くの皆さんで話し合いをしていた

だき、数多く出された意見として、町の健康づくりに対する補助等は近隣市町村の中

でも厚遇されているにもかかわらず、住民の皆さんにとってはこれが当たり前となっ

てしまっている、もっと宣伝すべきだ、また、奥さんや子どもなど家族から検診を薦

めれば等多くの貴重なご意見をいただきました。これからの受診率の向上のために役

立ててまいります。

住民福祉課は健康づくり、国民健康保険や後期高齢者医療制度、障害者福祉、子育

て支援、介遡保険、生活保識などの住民の皆さんともっとも身近な福祉全般の仕事に

柵わっております。２３年４月から健康福祉課、子ども課、住民税務課に別れますが、

これからも協力しながら次の５０年に向け、住民の健康管理事業の充実を図ってまい

ります。

結びに、この冊子の発刊を計画してから２年が経過してしまいましたが、発刊に際

し多くの皆さんにご協力をいただき、あらためて感謝申し上げます。



追記

平成２３年３月１１日三陸沖を震源とするマグニチュード9.0、最大震度７の巨大地

震が発生、岩手県、宮城県、福島県を中心に巨大津波によりの沿岸の多くの集落が消

滅し、今日現在、死者、不明者は１万人を超えています。

町でも、保健師の派遣、義援金、義援物資の算集が始まり、多くの町民の方から暖

かい心づけが届いております。私には、わずかな義援金しかできませんが、一日でも

早く被災地の皆さんに届くこと、また、一日でも早く復興することをお祈りするとと

もに、この大災害により亡くなられた方のご冥福と被災された方にお見舞いを申し上

げ、あとがきといたします。

平成２３年３月住民福祉課長小林守雄

1３２
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