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私の部落は小さく、ほとんどが雅業農家

で、畑も９割程度が傾斜地であり、従って

収礎されるものも限られておりました。

、11時極度になやまされた食洲雌に、‐i昌食

を補うべく、じゃがいも、炎、ノｗｉ襟がさ

かんにﾙ防鱗きれました。とくに終職後の食

1:}'tとして、・番手近でしかも栄錐の尚いﾉく

里を利用して自家用豆腐を作り始めました。

冬期間の仕事として、主に凍切鮒作りでし

た。一戸ごとに年間５桁ぐらい作I)、鵬繁

期の保存食にも利用しました。お!El1や、

お祭りなどには、生豆腐、ガンモドキ、厚

ｷﾙげなどを作')、食!;Iをにぎわしておりま

した。

昭和32年に、八千穂村に栄挺グループ°

という、規模は小きいが深みのある会が誕

′ｋしました。！IF筋ｌｍ１を役場に撒き、村のﾙI｝

人をもって術成し、伽j保健所の先牛をお

願いして講科を受け災洲したことを各部落

にﾘ,,)って仏述をしました。なにしろ・夜横

の先ﾉIそになるのて繊すから大変なことて､した‘

さて始めてみたものの、呪征とはまった

くちがって、公腿館とは橘ばかりでした。

すき間肌の吹き込むあばら雌で、使い道典は

何一つなく、全部待ち迎んで、伝達をしま

した。でもみなさんが燕んで州かけて来て

下さるので、隙労とは思いませんでした。

これらのi師力が細めI;,れて、｜I岬1137年度

には、全凶栄養法施付l()Ⅲ年記念大会で、

栄養グループがｌＷｌ§大l舷1tを受賞しました。

また昭和38年度には、食ﾉI；活改牒県大会で、

私どもがﾉWMllII:の体験発炎を行い一位に

入賞し、県知２１蛾を受け、lljjには東京て、

全国大会が開催怠れ、・位に入賞して厚生

火臣倣を受11tしました。

こうした功絞もみな11噸汽所をあずかる

主婦の努ﾉJのたまものであり、それをとて

も誇らしく思いました。

，活はliiiにbどl)ifすが、栄盤グループ･発

足とほとんどIlil時に、企側て､の注11をあび

た村ぐるみの健康将珊が始まりました。佐

久病院の先4k方を中心に、村から多額の費

川を投じて、村民全体が検診を受けるわけ

て．す。病気の-11'期発兄のため、また自分の

体がどのような状態てあるかを知るためと、

理解させるまでには村､11肺をはじめ、保健

委典、術ﾉI曽術猟典、病院の先ﾉ|§〃のご牒労

は大変だったと思います。

鱒にとりく食生活改 む

人ｌ職 よしえ（穴hX）
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二年、二年と続けるうちに、村全体が年

''1行'1Fとして、雌服乎１帳を手に続々 と災ま

るようになり、自分の体に脚(‘；がついたと

弾んでおりました。検診結果報告をIlIlいて、

ｲ｢汎Xi杵の多いのには驚きました。そこで私

ども食改Mﾙは雌服教龍風と合IIilで、保仙ＩＩ１ＩＩ

さんを'''心に病態食を作I)、結果Ｗｉｉｌｆ会の

|聯に、皆さんに試食をしていただくことに

しました。またバランスのとれた食１Ｆや、

減塩食の話を聞いていただき、いくらかで

も皆様のお役に立つよう頑張ってきました。

現在では、健康和談などに保健姉さんと

部落に行き料理誠料慰どをし、またポラン

テイア活動として一人蕪しの老人に、食､ｌｆ

の接待や、料理の講習、予淡など一緒に行

ない、－１１を楽しんでおります。こIILか

らも私どもグループは111かと勉強して、み

なさんのお役に立つべく努力致したいと思

います。

検診の結果を報告する部落報告会(お鱈は松風先生）

衛生指導員と

ともに

暖房農家の洲州ことりくむ

ﾉと衛生指導典Ⅱ:川佐千雄（佐1.1）

高校を卒業して村のi'f年川に人I)、行年団

祈仙をしているころ、’11畑八村と111聴獄村

とが合併し、今の八T･棚村とな')哉した。

その年の９月に台風の１A:蝶を受け、大布

川の堤防が決壊し、清ﾉk町、大病川が大災

宵となりました。台風が去Ｉ)、・１１おいた

１１から、私た角環境術ﾉI§術猟此（当時はこ

う呼んでいた）が、交代で雄Ⅱ梢嫌をつづ

けました。その結果、伝染病も発生しない

で、無那この災蒋を乗り切ることができま

した。

当時は父母たちが元気だったので､家の仕

』櫛など心配せずにこの仕』|＃がIlli来ました。

今どえると、つらいこともありましたが、

自分の勉強になり、楽しかったと思います。

それから、２年ぐらい後になって、今の

全村健康管理が始まり、術生指騨典として

前の８名から12淵になり、健康杵雌の|制fに

携わるようになりました。しばらくしてか



ら佐11部落で､、農家にストーブを入れて、

暖房の効果をI淵炎することになりました。

そのとき群jj院艮先生が、各雌家を説IﾘIし

て何り、家の人たちの意兄を１１Mいて、二・|・

ﾉｧの農家が脇ﾉJしてくれることになりました。

そのうち’五ﾉ『にはストーブを入れ、あと

の-Ｈｆﾉ『はストーブを入れず、比較してみ

バカでもマメなら

脊からバカでもマメならよ'いといいます。

どんな立派な人でも、病凱にかかってはたま

りません。八千穂村では、他服替理がはじま

ってから､ちょうど4年になりますが、その

結果、手おくれの病人も少なくなり、お咲荷

さんに支払うお金も少なくてすむようになり

ました。

しかし、なかには、まだこの検診をうけな

い人がいます。どんなに打線放送で巡絡して

も、来てくれない人がいます。

衛生部艮さんや、衛生指蝋興や、保健婦さ

んによびに行かれ、それでもまだ、おれは迷

荷だからと力､、今｢】はいそがしいからとか、

わたしはお眼のときよりほか摘んだことがな

いとかいって、出てきません。せっかく迎え

にいっても、有難がられるどころか、かえっ

て迷惑がられる始水です。これでは、私たち

もたまりません。

やっとのことで､、つれだしてきて先生にみ

てもらうと、なんと血圧のIWiい人や、胃のわ

るい人、また家I|'姻虫だらけの人など､すぐ明

11からでも、咲荷にかからなければいけない

ることになりました。

ストーブは北海道から附人し、イi炭を燃

やすことになったのですが、雌初のうちは

たきつけるだけでも大変でした。しかし、

月Ｈがたつにつれて、だんだんと上手にな

')、よく燃えるようになりました。佐久病

院の先ﾉkたちの努力によ')、その冬の暖〃

人が、かなI)出てき農す。

１人が入院すると、２３人もの人が、かよっ

て医者にかかると同じくらい、お金がかかる

そうです。検診は、誰のためにもあるんでは

なく、全くｒ１分のためにあるんだと思います○

''1分自身が、逆椅で幸福なくらしをするため

に、病気をできるだけ早くみつけ出して、少

ないお金で治療ができるために、検診が行わ

れているわけです。

今後もずっと、毎年検診がつづけられてい

くと思いますが、なにかわからないことがあ

れば、保健婦さんにばかりでなく、衛生指導

貝の方へも、いろいろきいてもらいたいと思

います。そして、まず「門分のからだ」のた

めに、年にll1Ilの検診を、村比ぜんぷが必ず

うけるようにしたいものだと思います。

しかし、そういう人たちのなかにも、検診

をうけたおかげで、入院しなくてすんだり、

大事にいたらずにすんだ人がたくさんおりま

す。

（山浦虎吉･「八千穂村拠康梅理５年のあゆみ」

より）

(粥
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,洲穴も良い成績が出たと,W,います。

令村雌峻符理も、始めてから５，６年は

検診率も大変良かったのですが、年)lがた

つにつれて下ってきて、我々衛生指導風に

とっては、悩みのたれの一つでした。検診

を受けない叩111として、’'1分は雌服だか‘』

とか、面倒だからなど、いろいろな問題が

Ⅲ｝てきて、月一lmlの術ノセ指導員会談も、時

lHlのたつのも忘れて、役場の係や、佐久病

院の先生たちと1活合いをしたこともありま

した。

ＩＩｉｌじ人が何年も術生指導員をやっている

ことは、マンネリ化してあまり良くないこ

とだと気づき、それまでは任期の脈かつた

のを、一期四年と決めました。しかし全部

が一紺にやめることは避け、だんだんに後

ｲFに通をゆずることにしました。

１１１が無くても、雌服が節一だと思います。

村捜さんはじめ、村会談貝、その他の皆

搬〃の御協力により、この‘ij:業が良くつづ

くことを念賊しております。

衛生指導貝会で。右から渡辺米人、
井出佐千雄、出浦経幸さん。

■
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私の検診日記

から

1Ｗ$を農村の医臓のなかに

j心佐久病院保MMIトノ心木僻！．

３７年‘１月から佐久病院で八千穂村.の大桁

部落に、村ぐるみの農比体操″をはじめて

8カノ1．体操をやる前とやった後て．､身体

にどのような変化がおきたか、前後の二ｌ１Ｉｌ

の検診の結果をもって、私達は報告会にで

かけた。

村の公腿館を僻I)て、川葱した映l1wl会の

あと先'1÷がスライドを使って、体操をやっ

たら腰が痛い人がへり身体がやわらかくな

ったとか、また体操をやっていない部落と

比鮫すると、関節の肋きが大分よくなった

などと脱明し、庫談公に入る。

雌腸のないすき間肌の入る寒い所で、

それでも.|()人近い人進が熱心に,活し合う。

「これから冬に一''二1111の体操は大変では

ないですか」と質問すれば、「寒くなった

からなおさらやらなければ､加uﾄｸﾎﾝ

だらけだったに、今年は一枚もはらずに済

んだでやすに』と灘ぷぉばあちゃん。ｒＩｌｌ
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植をしながらも時々腰をたたいたり、手〈

びをまわしたI)、今年はいつもよりｲl:』l#が

らくにできやした｣というおじさん。

また学校の述動会に、とびいりでお母さ

ん進が農民体操を披露した時、年とったお

母きんが娘に「もう体操をやらないでく

れ」といわれたので、どうしてかとたずね

たら「子供達がl‘I髪のおばあさんが、体操

をやっているとお母さんのことを笑ったから

だ」という。「しかし今さらやめる剣にも

なれず、これからも頑張るんだ」と。

お金もかけず、少しの時間を利用してや

る体操から、健康を守る気緋がうまれ、

労伽がはかどるとしたら、こんな素1Ｗしい

ことがあるだろうか｡私は１１１の疲れも忘れ、

櫛たされた気緋で帰途につく…。

１２ﾉ･Iから農閑期4カ月間､約3,000人を対象に、

八千穂村22部落を医師３名保健婦２街、

看護婦１名、病理、事務各１名と検診班を

組んて．部落に出張し缶健鵬診断を行なうの

れたきゅうすをとりに行って、そこへ尿を

とってくるおばあちゃん。休職|･の上に腰

かけて動こうともしな.いおじいちゃん。検

診が終って、村の人と‘活し合いをすませれ

ば、夜の811#はすぎてしまう。

リⅡ}りのジープの中で､ある時は今11の血圧

の間い‐･人惟まいのおじいちゃんについて、

どうしたら一番よいか、需で話し合ったり

した。

艇州期を利川して行った検診が終ると、

今までの統計に入る。そして、その結果を

もってまきつけの農繁期に入る前、夜の７

時頃から、服併会にでかけるのである。

この部落は姻虫が一群だとか、商血圧は

少いが胃の病気は多いとか、図で説明し、

各部落に術ﾉk牧育を行うのである。

あるI;Ijの夜、私達は病院から三里もある

'ﾙl拓部落へ、拙』ﾃ会にでかけて行った。道

が悪く、あと一里ぐらいのところで、車が

すべってのぼらなくなってしまった。

である。病理て．、服コツ

採ってきて下さい」とい

いなコップ。にもったい沈

ﾌﾟに「おしっこを

えば「こんなきれ

い」と家までこわ

●

一
一

イヒ〃なく私述は、人家もないｊＷｆな逆を、

冷たい雨にうたれながら、はるか前方の灯

をめざしてすすんだ。村の人は、公腿館に

ー
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検診会場で診察を

待つ人々(八郡）
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いろりを燃やして心配し葱がら待っていて

くれた。

報告会も終ると私達は、健康診断の時、

病気のあった人達が、必要に応じた治療や、

予防がなされているか、各家庭を訪問して

歩くのである。私達の行くのを知っていて、

おまんじゅうを作って待っていてくれるお

健康な村のモデルとして

八千穂村の皆様、お忙しい毎日を過ごしてい

らっしゃることでしょう。過日私達がおうかが

いしました時は、お忙しい中を私達のために時

川をさいて下さいまして、本当にありがとうご

ざいました。

東京では原水爆禁止世界大会が終り、いろい

ろの問題を唯げかけております。私連みんなが

幸福になるために、多くの人々 と話し合い、考

え合うことが大切ではないでしょうか、

８月21日から23日まで行われる母親大会は、

「生命を生みだす母親は生命を育て生命を守る

率を劇みます」というスローガンのもとに、今

年で第６回目です。～

子供の問題はビこへいってもお母さん達共通

の問題だと思います。その点、八千秘村の皆さ

んは非常に慰まれていらっしゃいます。一人一

人が健康手帳を持ち、そして佐久病院、役場の

方途、指導員の方達の熱心な指導の下に一人一

人が健康について自覚しつつある事。人間らし

い生活をとりもビすためには、其の幸福は健康

でなければ得られないと思います。

ばさん。健康診断の時血圧が230～120、蛋

白峠）だったおじさんの家を訪問した時、

眼の色を変えて「おまえらはうそつきだ。

おれは血圧なんか高くない。さっさと帰っ

てくれ」と玄関にも入れずわめきたてられ

た。

私の毎ロの生活は、追われるごとくこの

八千穂村の皆様、八千穏村の人達だけでなく

日本全国の人々 が健康な生活ができますように、

貧しい人もお金持ちの人も同じように安心して

お医者さんに診てもらえるようになれますよう

に、健康な村のモデルとしての「ほこり」をお

持ちになって下さい。

そしてみんなが健康になるためにはどうすれ

ば良いのか、村の中だけでなく、日本中の人逮

におしえて下さるようお願いします。

私も一診療所看謹蝿として、お金がなくて途

中で来なくなる患者さんがいる度に、非常にか

なしく唯ります。でも頑張れば八千秘村のよう

になるかもしれないという希望が持てました率

はとてもうれしゅうございました。

皆様ビうぞお身体を大切にご幸福に過ごし下

さいませ。さようなら。

昭和35年８月10日

一Ｊ東京都文京区柳町２２

セツメント菊坂診療所・橘田至子

記入されていない健康日記

僕は、８月５日から８日まで、佐久病院と八

千穂村を見学したグループの１人です。僕達は



ようにしてあけくれていった。Ｉ:1分の仕事

に必甥な勉強する時Ⅲlも欲しい。峡IIIjl館も、

喫茶店もない111村の''１で、あの白''1な郁会

の雑踏がたまらなく恋しい。ｎ分の青春が

この淋しい股村の111に11:'1ｆと共に永久にう

ずもれて行くような、そんな孤独にさいな

まれて、眠れない夜がいく度か両ここをや

病院と役場である程度の知徽を得て討論し、７

｢i午後実際にこの村の人々 に接する機会を持ち

ました。

僕は、上野、大久保部藩で、，1粁の家をたず

ねました。村の人達はみな親切でした。どこの

家でもハエのよくとまる波物とお茶で、僕達の

急の訪問を歓迎してくれました。どこの家の人

も大変術好きのように兄えました。しかしどこ

の家も非幣に暗く窒気はよどんでおり、家畜の

臭いがしていました。まだ30代の女の人の額に

深いしわが何木もあるのを兄ました。僕達の使

間に率直に答えてくれ蛍した。

僕のほんのわずかの経験から得た結論は次の

ようなものでした。

この他M：秤理の巡肋は、村民の巾から生まれ

出たものとは拶・えられない。摘卿!,Iと役場の人

々の・・方的な努力によって行なわれたものであ

る。過去における衛生赫括輔による啓蒙が、下

部の村睡の中にどれだけ没逃していたか擁間が

ある。健康卜l記も全然肥入されていない。しか

し、病院側が集計したデータを農民に発表し、

後始末を行なったことを村民から感謝されてい

る。また般初の検診で、ここまで労をおしまず

行なったのは実に血派であったと思い散す。

ともかく、この逆肋は実にスタミナのいる仕

めたい、もっとI‘IIi1で楽しい人'kがあるの

に、’111をﾙﾙ鹿な／

しかし私はまた考える。人間の･桝冊とは

(１１であろうかと、それはどんなにつらくも

多くの人の幸補に結びつく仕，肘を紬けて行

くことではないだろうか。

ｎ分だけが幸せに、楽しい人生を送るこ

八干穂村見学記

｡'＃であると思います｡これからは１０年､20年後の

成果のために、村のすべての進歩的な人々 の′

致卜11紬で、ｋ部の指蝋性を強化して、さらに村

里のIi1にこの健康手帳の主胃が徹底するように

努力されんことを願ってやみません。

この点で村の役場の任務は、今まで以上に砺

大であると思います。なぜなら、仕ｲ『は今始ま

ったばかりなのですから。そして全IJilの進歩的

な人々 が、この村の今後のこの連動の辿営の仕

方を注iｉしているのですから。

１１跡1135年８ﾉjl411

東京医科歯科大医学部２年生

岡田耕一．

（以上、八千穂村公民館報・第１8号，
昭和35年８月25ｕり･より）

毒
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とが本当の幸せではない。他人が幸福にな

った時、はじめて自分も幸せになれるので

はないかとしみじみ思う。

４年度をむかえた八千穂の検診の中から、

健康は自分で守るのだという愈織が生まれ、

それが農民体操のような形ですすめられて

行く時、私はこの仕事に限りない喜びと希

望を見出すのである。

（佐久摘院従組ニュース第18号
３８年３Ｈ号より）

受付係を担当して

勝俣智意子
(佐久総合病院病棟事務）

１月１７日

朝から雪がちらつく空模様であった。

「さあ、一日張り切るぞ」と思いながらジ

ープ｡に乗りこんだが､ああ悲しきかな、今日

も４人の定員過剰であったとは．..。

健康管理部をはじめ、検診に行って下き

る看護婦さんたちがスマートなことは、み

なさん認めていただいているのであるが、

それでも大変なラッシュになる・

どうやら，人の乗り残しも出ずにすんだよ

ようだ。車が快調に走り出したときはほっ

とした。いつものこととはいえ、出発時刻

より、２０分も過ぎていたから。

我々が馬越部落に到着したときは、すで

に衛生指導員や、婦人会の方々によって会

場作りが始められていた。カーテンで仕切

られた診察室には、佐久病院にあるような

素晴い､ベッドも用意されている。

ふと、井出（秀）さんの響かれた感想文

を思い出した。「５年目の検診を迎えて、

病院の者が手を出すところがないほど、指

導員の会場作りがうまくなった……」

正直なところ現在の状態に甘んじていた

私は、検診が開始された当時のことなビ考

えてもみなかった。もちろん愚かな自分に

は、先釧の方々が如何なる御苦労をされて

ここまで到達されたか、瓜の垢ほども察す

ることができないとは思うが。いや私のよ

うな青二才が、簡単に先輩の方々の御苦労

がわかるといったら嘘になるかもしれない。

これから先、私が健康管理部という職場で

汗を流しながら働いたとき、初めてそれが

わかるはずだろうと思う。

出発するときはちらつく程度だった雪も、

昼頃から本降りに変ったらしい。それこそ
●●◆●

綿みてえな雪がどんビん落ちてくる。喜こ

んだのは病院のスキーファンたちである。

しかし、検診に来られた偽越の人たちには

生憎の雪であったようだ。まさに雪の明暗

といったところ。

馬越のみなさん、どうも隙る中を御苦労

さまでした。

１月22日

隙間風のよく入る八郡の公民館である。

血圧がいっぺんに上がってしまいそうなほ

ど寒い。炭火に手をかざしながら、一人の

問診を終えた私の前に、今度はおばあさん

がすわった。すわるなり、

「今年も、こんな面倒くさいこと、｜Ⅱl〈で

すかい。去年と変らねえに、同じように苔



いといて〈んなんし」

これには私もljlllIした。このおばあさん

にかぎらず、診察してもらうのはいいんだ

けど、受付で問診されるのがI､剛で嫌だと

言う人が多い。聞かれる方も嫌かもしれな

いが、Ｉ｣'1〈ノノだって災際雌になることがあ

る。しかし、ここで頭にきてはならないの

である。どんな風に質問したら城持ち良く

答えてもらえるかは、いつも我々にあたえ

られた宿辿である。

さてと、環境調査が健康にどんな関係が

あるか、脱明しなくてはならなくなった…。

おばあさんに納得のいくような脱ⅢIができ

るかどうか全く自信がない。しかし、私の

説明がわかったのか、わからないのか、と

にかく竹をたてに振ってくれたので、さっ

そく'111,珍にとI)かかった。

「おばあちゃんは、忙しいときなんか川

んぽへ出てはたらきますか」

「こんな年寄だもん､はたらかねえこと

い」

「ふうん、お魚や肉なんかは、何Ｈおき

ぐらいに食べますか」

受付けでの問診風景

（左端勝俣智意子さん）

「肝もんだから､魚や肉は火きれえだな」

「お肌＃}は111111に1''''''1ぐらい、人l)ます

か」

「そうさな、夏は二Ⅱおきに入るけん隆

冬は寒いからあんまり入られんな、一週間

に・度としといて〈んなんし」

誠に色気のない返耶だが、葱かなかおも

しろいおばあさんである。それに少しでも

IE雌に涛えようとして、考えこんでいるの

をみると、きのど〈てもある。

「おばあちゃん、腰やノパなんかこらない

で､すか」

「うん、ノリiはこらねえけど、腰はいつも

捕えだよ。看護婦さん、こういうのはどう

いうもんでしよ」

とうとう、喬謹婦にされてしまったらし

い口

「じゃ、おばあちゃん、，診察のときに先

ﾉ脚二ilWいてね。そのほかにからだの具合い

の想いことは何でも煎っていいですよ」

ということにして‘検尿の〃に回ってもら

った。

村の人たちは本当に人がいいと感じる。

fKノ
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とくにお年寄と話しているときは実に楽し

い。あるおばあさんは、「あんたは体格が

よくっていいだいや。おらとみたいに骨と

皮ばっかりになっちゃえばおしまいだよ」

と、大変おかしな桃め方をしてくれた。

私の帳簿は物を言ってくれる帳簿である。

自分の不満をぶつけると、それがそのまま

自分のところへ返ってくる。それだけに難

しいことも多いのは確かである。

今日も無事に終った。部落を後にしたと

きは、流石に疲れを覚えた。しかし、ジー

プにゆられながら峠を下るとき、明日への

ファイトが自然に伽いてくるのである。

（佐久病院従紐ニュース第24号

昭和39年４月号より）

インターン時代の

八千穂検診

市川英彦
(佐久総合病院内科医長）

「こっちはインターらしい……｣｡カーテ

ン越しに受診者の話声が聞える。一日つぶ

しての折角の検診、インターンごとき見習

いに診られたのではたまらん、あっちの先

生の方で診てもらいたいとの意味らしい。

もともと気の小さい私は、いたく恐縮して

息をひそめるしかない。保健婦きんに促が

されてしぷしぷ人って米る受診者のうらめ

しげな目。

考えてみれば誠に当然の話である。一人

よがりの怠愉な学生生活を送り、世間の苦

労や人間の切なきなどまるで知らず、まし

てや村の歴史も、現在の生柄も全く理解出

米ない兄習いに、健康面でのアドバイスな

ど出来ようはずがない。私達インターン仲

間はそれなりに悩んだ。上の先生達はとて

も忙しくて検診に出られる状況にないこと

は揃いほど分っている。ここは－．つ受診す

る方々の期待にせめて万分の一でも応えよ

うと、とにかく時間をかけて一生懸命話を

1111〈しかないと申し合せた。

やがて「こっちは若いけど、熱心だ」と

脚がかかるようになった。すきま風の寒さ

も、いろりの煙も、ガスストープの臭いも

気にならなくなった。今思えば、一人30分

以上かけ、お話しだけは聞くのだと一生懸

命だった。あの謙虚さがなつかしい。

＊

松井からの夜のiiiであった。真っ暗い薄

の''1を､みんなで手をつないで歌をうたい

ながら清水町へ下って行った。一生懸命検

診をやっているうちに、すっかり'邸にとざ

されていったのだった。例のジープも上っ

て米られないという。若い私達は、仕事を

やり終えた満足感にひたりながら英雄気取

りであった。保健婦きんや肴繊婦営んの

生き生きとした手の感触に胸がはずんだ。

歌声は美しく、雪が心地よかった。

あのジープが下で待っていた。検診のシ

ンボルである。定員はたしか８満だったが、

いつもオーバーでかえって楽しかった。道

はでこぼこで、期待通り（？)揺れてくれた。

この日もたしか15名ほどが乗り込んだ。

ﾘ)性は女性を膝にかけさせてにぎやかであ

った。手の持って行き場がなくて刷った。

’



鰭

欺声は蛎ﾉＩｆに変った。楽しく、あたたかく、

心から仲川であることを'良感した．

、'1時の検,診はこのように叩Ｉｌｌｌｕきて感激

の連続て､あった。充実感、一体感､迎帯感。

村の人逮との心からの触れ合い、検診隊の

心はいつ６－つになった。病院ヘリ'|}っても

別れ難く、インターン長屋に集って、夜の

LIむまで‘;,'↑し合った。時にはilI1iをのみ、ｿ）

女人|)乱れてごろ湛した。しかし、検診の

ことでおﾉJ:の心は禰揚しており、いやしい

手つきをするものは一人もいなかった。

感性から理性へ、、'1時の検診にはｲ}:人の

感性をゆさぶるものがいっぱいあった。私

進は感激し、笑いころげながら多くのこと

を!学んだ。

びに、２０年ほどIiij、大府区の人たちと、１１１

公腿館liijのこの迦路で一′l懸命ｒ股比体操_，

をやったことを、ついこの間のように思い

うかべます。

仏ども佐久病院が、「四つんばい」仕'1ド

の過激な農作業からくる、農雌のからだの

疲れを解ilijしようと、「農践体操」を夢案

して、その沖及を本格的に始めたのは、昭

和38年のことで､す｡それに先だって、いっ

たい「股比体操」がどんな効采を及ぼすだ

ろうかということを調べるため、火ｲi区の

皆さんに、礎験的に一年間体操を実施して

もらうことにな')ました｡Ⅱ/州137年の作です。

はじめは、ｒいい年をして、いまさら体

操でもあるまい」とか、「そんなこと恥ず

かしくて」ｒそんな暇ない」などと、．i;¥さ

ん大変ためらいがちで、秘ども股雌体操研

究班は、その葱獲をご理解いただくために

何回も現地に足をはこび、昔の、いろりの

ある公民館で術ﾉ|鍬!;門をやったり、剛や映

1町を兄ていただいたり、体操指禅仙､ｌｉの私

などは「そうらん節」の歌昭指導までやっ

たことを憶えています。

｢農民体操」を始めた頃

内IIIlI1〔人
(佐久総合摘院秘11|:Ｉ１ｌｌｕと）

今は、大変広く立派に舗装され、観光道

路となった佐久・茅野線の火而区を皿るた

_壷

日

9札面

｡

寂呼 蕊
■

軍

一
二

〆

刀

”

「そうらん節」の鰍

唱指導をしている内

田直人さん。

アコーデオンは永田

泉さん。

（大石、昭和37年）
野＝



鹿

みんなが集まって体操をやる絡好な広場

がなく、やむなく公比館前の辿賂を体操jル

にしました。塊ｲfの道巾の､'２分もなく、イｉ

がゴツゴツ、雨が降れば流れになり、′ｉｆが

降ればぬかるみとなるような道路でしたが、

噸は時々トラックが辿るぐらいで、私ども

にとっては大切な体操場でした。私は併さ

､農民体操､Aで若返り

「農民体操の時間です。みんな元気に股民体

操をやりましょう」と布線から呼びかけると

食べかけた食那もそのままにすぐお勝手の土

間におりて体操をはじめます。夫はニヤニヤ

して兇ていますし、子どもには“かあさん

の体操なんかなっていないよ雨と雌初のうち

は批評もされて、気はずかい､思いでやりま

した。それもそのはずです。学校を終ってか

らｲⅡ'十年、体操などしたことはあり談せんで

した。ただ伽〈ことと眠ることのみが11桃で

す。

もう全身の竹も筋もかたくなっていて、思

うようにじょうずな体操ができません。から

だの柵まげもしなやかにまがらなければ、ひ

ざまげなどもすくんでしまって次の肋作にす

ぐうつれないのです。からだの旗''１１など門然

に「ウウッ」とうなってしまいます。子ども

に笑われるのも無理はありません。けれど､３

日坊主で終わらないでやりぬこうと決心しま

したｍ５０歳を過ぎて、佐久病院の先生のぃわ

れる“魁夫症，，という肩こり、手のしびれ、

１１期1Wなどが出ています私は、この体操により将

んが体操を充令に憶えるまで、iIIIII1lも川か

けて行き散した。ー:力Ⅱ、ニカⅡたつうち

に、みんなすっかり党え、体操をやるのが

楽しみのように見受けられるほどになりま

した。

そのうち、新ilIlや雑総、放送などのマス

コミがこの‘折をlMlきつけて、取材者が火ぜ

Ｉ

返りたいと・ﾉﾋ懸命です。

当村の・部落で股民体操を始めてｌ力jlllII、

その結果は“股火椎がなおった'’‘‘商血尿が

下がった”など非柑によい効果が得られまし

たので、５月から令村実施になりました。部

落ごとに‘聯習会をやりました。刺赴晩とｒ股

民体操の時間です」と有線が流れてきますと、

家畜にえさをやりに行っていても、‐ｆどもが

迎えにきてくれるというまでになりました。

のら仕小からお托に帰る時、新鮮な窄飢を

胸いっぱい吸って、もう順序もおぼえた股民

体操をｒ一、そ、三、四」と号令をかけなが

ら、ひとりで体操をやってみることもありま

す。今ではだいぶからだもしなやかにじょう

ずにできるようになりました。以前はつかれ

るほど働いて、そのうえ体操などとてもじゃ

ないと鞍えていましたが、やはりからだ全体

の体操は必要なことと思います。７０６８０まで’

も生きようと、Ｉ‘噸を持って毎ロ体操を続け

ております。

(山崎きよ・(;W農毎１１新iH138年５)13111り・

「私のﾉ肺」柵より】



い押しかけるようになりました。そのたび

に、火ｲi区の杵さんに災まっていただいて、

忙しい中大変ご迷惑をおかけしました。と

くに区の衛堆指禅典をやっておられた菊池

鰯治郎急んには、・家総出でご協ﾉJをいた

だきました。その功治郎さんも今はなく、

『週刊朝ロ』のグラビア(37年６）j22,号）

などがその思い出として残っています。

大禰区とは別に、八lllIiXの侍さんには、

体操の効果を比椴対照するため、体操をや

らないで身体検盃だけやっていただいてい

たのですが、「そんなにいい体操をなぜや

らして11fえないのか。’i'.〈I‘1分たちにもや

らせて此えないか」と苫情が出て、これに

は私どもも大弱りでした。

３７年秋の小峨校の迎肋会には、大ｲiⅨの

おっlﾘ:さんたちが、「鵬腿体操」の特別出

演をしました。これは述動会始まって以来

の出来事だったようです。

こうして１年間、鵬民体操の効果がはっ

きり究Iﾘ'されて、こんどは八千穂村全村で

やっていただくことにもなり、また、令ｉＩｉｌ

的に挫及を始めるようになったわけです。

『信雌』（38ｲド５)l31II）の「私のﾉ'『」柵に

庭に集まり農民体漫

投稿された山崎きよさんの、「農民体操で

ほんとうにWi:がえった。’'11‘↑を侍って脈１１

体操を続けている」という記.‘腺には、私ど

も研究班の方が大いに励まされました。

あれから20年余。その間にさまざまな健

康法としての迎勤が流｛ｉしました。ジョギ

ング、ヨガ、ジヤズダンス、エアロビクス、

ストレッチ体操、○○体操……と。その中

で、私どもの「股腿体操」も、農家だけで

なく、一般のIlIIWi年齢勝の|H1でかくれた支

持を得、活用されてきました。現在、ＮＨ

Ｋテレビの「きょうの雌恢」番組で放送す

る「･琶化を防ぐ体操」も、この「農腿体操_，

をもとにしたものです。時代の懸隔をしみ

じみと感じます‘，

暖腸農家を'''１って

昨出秀郷
(佐久総合州院仙噸杵蝿部,鋤を】

昭和36年１月、ストーブを入れた農家の

嶺内の拙度の紀録はどうか、雌縦カレンダ

ーをよく記入しているか、．''１１：‐IliI:洲fifに

湖
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殉

Ｍってみた。

「おぱあ内やん、ストーブの燃え叫合は

どうでやすかい」

「実は、おじいさんに、消しとけと商わ

れ、とめやした。１０度もありやす。あまり

熱いと典合が悪くなりやすので」

石炭の使川Ｉｌｔは))､ド均六「かます」。-

11''１打炭を燃やして、部屋の中を術に暖め

ておくように努めたが、股家の人はイi炭を

なるべく節約しようとして、その巡旨にそ

わない場合が多かった。・般に農家の人は

寒い唯派に慨れており、そしてまた寵内で

もノ『外と'１１縦、Ｉ'ｆ杵をする「クセ」がつい

ているので、ストーブがよく燃えだすと、

暑過ぎるといって消してしまうことがしば

しばだった。それらの点で、１１§しいストー

ブの使い方の術標には、だいぶ勝しんだ。

あるおばあさんは、次のようにいうので

ある。

「ストーブルi婚ん。このストーブ湾めだ

から薪ストーブに僻えてももえねえかい。

おら家には鮪がたくさんあるし、こたつの

火もとれるし、第一石炭ストーブは火がつ

きにくごわす。棚と夜と：lIilも火おこしで

やす」

このストーブは｢北海道式炊さん雅川貯炭

式」といって、夜皿し少しづつもえている

ので,M棚折し〈火をおこす必災がないのが

特長である。それにもかかわらず、いつぺ

ん夜中に火を落してしまい、Ｗﾘl改めて石

炭をたくというような、而倒なことをして

いた鵬家が多かった。

ストーブ雄さんに間違えられて一カ月、

毎日農家の室内淵度を記録するよう指導し

た。その結果は、ストーブを入れた腿家は

､ド均１０度、ストーブを入れない股家は､ド均

２度～４度であった。まだ大変低いのだが、

これでも農家にとっては両期的な暖かさだ

った。

厳冬期を過ぎた３月、ノ了別訪問による、

インタビュー調森では､r今年の冬は､ほ

んとうに助かりやした。仕Jlfがはかどるし、

炊'1Fが楽になったし、一・僻助かったのはひ

びができなかったことで､やす」「hにI）も

なく、農協のトクホンは買いづまいて．やし

た」というような、おI歌さんたちのうれし

い鱒が返って来た。

冬の農家は、どこで食事をするかという

とふつうは「いろり」か「こたつ」、ある

いは「改良かまど」のすこぶる冷たい台所

がふつうで．ある。ところがストーブを入れ

た農家は、家I|Ｉそろってストーブを州んで

楽しく食'1$ができるようになった。また部

然の寄り合いには、ストーブの入っている

股家が選ばれた。

ストーブのそばでうどんをこれる主蜘

》
ぬ

』

識
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出席

（司会）

佐久総合病院・院長

医 師

保健婦

天神町

清水町

佐口(ストーブ）

大石(膿民体操）

消水町(栄韮グループ）

５年目の検診を終って<座談会Ｉ〉

者

検診をう けない人

に手おくれが多い
ってきているんです。

若月たし力､に、そういう剛A1はあるようです

ね。

菊地私たちも、農民体操をやるようになって

か,、Ｉ‘1分のからだについてゲえるようになっ

たと忠いま‐|-ね。

桜井３年ほど前に、あんな伽,ｌｆｌｉ含断なんか愈

味がねえから、おれはいったことがねえなんて、

タンカきっていた人が、その次の年だかに、脳

溢血でたおれちゃたんですね。それをきいて、

やっぱり雌康診断にいつとけばよかったなんて

活したんですよ。

若月これは、数字でも、はっきり出ているん

で-}~『，佐久病院にきてＦおくれで死J､1人は、た

いてい枕珍をうけていないんです。

菊地人ｲiて．もそういう人がいましたね。

井出そういう人には、やっぱl）１人や２人で

L、くらいってもだめですね。村!''の人がいっし

ょになってやらなけI）やね。

若月村の人は、雌康符叩をどのようにみてい

るでしょうか。

桜井そうですね。やはＩ)、雌),脳'１９理がはじま

ってから、一般に保拠という観念が、たかまっ

てきているんじゃないかという気がするんで･すｃ

たとえば、ストーブの入ってい職い人たちが、

暖房っていうことに、弧をつけるようになりま

したし、農１Jと体操なんかでも、少しでもやって

みれば、調子がいいもんだから、同じ腰かけて

いても、胸をはるような述伽をしてみたり、ｆテ

のびをした')するというふうに、ずいぶん力’わ

杵

出

井

出

畑

縦

菊

火

若月検,惨に、リ)の人があう:I)ＮＩＩてこないよう

ですが、お父さん〃が、あま｛)仙服に関心をも

たないのは、ビういうわけでしょう。

俊一

公１１；
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広
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渚汀

昨
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なん でも 進ん でい る



応

出浦医紋育の1ｍにおいてもしかり、何におい

てもそういう傾向が、一・般的{二ありますね。雌

親の方が、すすんでいるですね。

若月それは昔からで･すか同

■

財布はお姑さんがもっている

出浦医雌近て､すね。女の人が解放されると同

時に、女の人の勉強する機会が、非淵に多くな

ったということですね。り)の会合なんていうも

のは、そうiI1II両Ｉもありません。Ｉ》ＴＡなんかで

も出られる方は、ほとんど女の方でしょう。

畑８５％は女衆ですね。

若月そういう点で、お冊さん〃はどうですか。

桜井佐１１の〃は、いそがしがっていて、なか

なか川ません勉。

出浦それでも、お父さんたちからくらべれば、

出ていますよ。

菊地火ｲfは、般近とてもよく出ます。今まで、

':j':佼からもよくいわれていたんて､すよ。山'Ⅲ部

は授難参脱をやっても、なかなか出てこないつ

て……。このごろ、おかしなようだけど、．Ｉ:'1F

がはじまって、トラックなんか辿るもんで、そ

れにいきかえりのせてもらったり……。結局、

交辿の便がよくなったせいもあるんでしょうねｃ

（笑）

若月そういう点、Ｗｉ水lIlj･は、どうで､すか。

大橋’ルと女と半々ぐらいです。役員はだいた

いﾜ)の〃て．すから。

畑うちにいて、はたらいている男衆が多いか

らね。

菊地’'''111部では、‘､糾吏のことはほとんどiﾘ:親

にまかせつきりくらいですね。父親は、一ぱい

出るときぐらいしか行かないから。(笑）

出浦部落会をやっても、リ)の出席は人へん少

なく、女が８Ｗ11ぐじ>いてずね。だから、そのう

ちに、女の村艮が出てくるかもしれないなんて

いっている人があります｡(笑）

お姑さん力守財布を

にぎっている？

大橋農民体操っていうのは、お金がかからな

いでしょう。だけど、栄養指導ということにな

ると、お金がなければね……。栄獲グループと

いうのは、11,1}入会のなかのハ:.舞会が111心になっ

ているので、お嫁さんが多いんです。だから、

まだ1.1分が家庭をまかせられているという人が

少ないんです。だから、せっかく料理をならっ

ていても、家へ帰って''1分でできない。ｉｌｉｌをf‘（

うにも、いちいちお"l1iさんにいわなければ側え

ないというんです。



若月私が、よく病院へくる．作いお嫁さんなど

からみて、ｌ:１分のj･･供が、ルli炎で入院するとき

は、内分の実家へいって、お金をもらって入院

するということが、多いように思うんですが、

今では、どうなんで､しようか。

桜井般近は、あまりそういうことは、ないん

じゃないですか。

菊地令然ないとはいえないね。

若月３０代の若いお嫁さんで、いわば、小財布

をもっているというか、ｌ‘供のおこずかいや、

おかずなんかをⅢうお余をもっているという鵬

家は、どのくらいありましょうかね。

菊地うちの方は、まだ７，８割ぐらいは、も

っていないじゃないですか。３０代で、まだお姑

さんとIIilAlIしているうｔ，では、財ｲWをわたすと

いうことは少ないと思うんです。

若月ｉｌｉｉ水町の方は？

大橋商人が多くてわからないですね。

Ⅲ〈してから医者へいく

出浦医地域によって､多少ちがうようですね。

井出消水町や尺神町とかは、私たちまわって

みて、お乳がたりなければ、人_'二栄獲やりなさ

いというと、ああそうですかって、すぐその１１

からやってくれるんですが、111間部では、そう

はいかないんです。ｊＩ唾はだいぶよくなったん

ですが、まだ病飢になったとき、２，３１ﾘﾘぐら

いは、実家へいってお金をもらってくる人がい

るようですね。

重くしなけりゃ医

者にかからない

出浦医お金の件は、まあ妓後にとれば、火低

出してもらえると思うんで．す。ただし、病凱を

llT〈しなければ、朕Ｈ･へいっちゃいけないとい

うような伽liIIがあるんですね。縫いうちは、医

省へ行くべきもんじゃない、重くなったら、金

も出すし、医者へも行ってこいという許しが、

はじめて出るんて．すね。ビラもそういう傾向が

あるんで、紺),,).IIi〈しなけＩ)や、隣村のところ

へ行けないというわけです。（笑）

菊地そうですね。だから私たちよ〈先ﾉｋにお

こられるんです。

桜井わたしらの近所では、お'１ﾙさんたちは、

いつもいそがしくて、外て．はたらいているんて．、

年寄が大低子供をみているんです。それで、ち

ょっとおかしいと、’11･〈つれていかなきゃいけ

ないじゃないかつて、かえって、年寄の〃がい

い出すこともあり哉十。

出浦医そういうふうに、場所によって、大分

7７



躯

*〕がうんだね。どうも大石なんかは……。また

火ｲfを出すとおこられるけど。（笑）

菊地いいですよ。もうさんざ、光生におこら

れてんですから。「こんなにならなきゃつれてこ

れえだから、死んだってよかろう」なんて……。

（笑）

出浦医まあ、そういう傾向は、たしかにある

んです。

若月結局それをきめるのは、おじいちゃん、

おばあちゃんということて綱すか。

出浦医緋ﾉ‘‘１，m:〈なって、休洲１１１．ではかって

みて、熱が40度もあると、おじいちゃん、おば

あちゃんに、こんなに熱があるといって、すぐ

腿朽にかけます心。だけど、はか》ない前は、

雌竹にかけない。

井出熱がなけりや、なんでｂかるいと思って

いるんですね。

出浦医そのくせ、はかってみて,10度もあれば、

け識の都合も力'んがえないで、すぐとんで､こい

という。（笑）だから、ハ:いお帥さんが賊をきか

せれば、要するにi'１て．もかまわないから、体温

‘汁をはさんで、少しの熱でも40度あるよって、

おばあさんをおどかせば、すぐつれていけって

ことになるんて､すよ。(笑）

健康手帳の記入例を

出して ほしい

若月出浦先ﾉk、ビラでしょう。こういう他殿

杵j'Mをやっていて、先ﾉkの立場から、この効果

といいますか、いい面とまずい面なんか、どﾗ

おどえですか。

出浦医全般的には、よくなっていると思いま

すね。なぜ、飢服-F帳をつけないかつてきいて

みると、先生、’'１しわけねえっていうんで・すが、

こういうことばがfIIIるということは、’'1分がそ

れだけ進んで､いるっていうことで．-1-よ。

若月．雌唯･F1限が、まだ-|-分つけられない理山

は、どういうところにあるんでしょう。桜井さ

んは、よくつけておられるようて.すが．…･･･

桜井雌服-F'隈をつけてみて、’'1分のからだの

兄jlnしがついたっていうか、冷えと過労のあと

には、かならずこんな変化があるというような

ことが、はっきりわかりましたね。そして自分

なりに進歩したんじゃないかと思っているんで

すけど……。

畑桜ルさんのような,把似の実例というものを、

苑炎してもらいたいですね。そうすればみんな

こうし，うふうにつければいいということがわか

りますね。

出浦やはり、まだ雌ﾙ}:平I限にＩ氾人するという

ことを、むずかしくザえている而がありますね。

出浦医それから、検診のときにあなたは高血

ｌｌきだから、何々しちゃいけないといわれると、

かえって心配したり、IIlII経礎になってしまう人

もいるんです。ですから、あとの雌鵬|:||談を、

あまり不安をあたえないように、うまくやって

ほしいですね。

若月それで．は、この辺で、どうbありがとう

ございました。

え・内田直人



細かい電気部品の内職しごと

健康管理２５年のあゆみ痩＝
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Ⅳ.兼業化の中で新たな

{建康障害がふえる

一昭和40年～44年一

二霜

毎Ｆ
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昭和39年の東京オリンピックを契機に、高度経済成長は一段とす

すみ、昭和40年代には各家庭に電気製品が並び、自動車や農業機械

も一斉に導入され、ようやく農村も戦後から脱け出し、文化的な生

活が訪れてきた感じでした。

しかし、そのため農業だけでは暮せなくなり、若者は都会に出、

父ちゃん母ちゃんは近くの電気部品工場につとめに出るなどで、現

金収入を求めることになり、農家の兼業化はどんどん進みました。

八千穂村も例外ではなく、当時兼業農家は７割にも達しました。

長い農業だけの生活から、急に異なった労働や生活になるのです

から、本人も家族にも心やからだに様々な影響が与えられたわけで

す。とりわけ主婦や老人・子供へのしわよせが著しくなりました。

また農業の近代化とともに、磯薬や農業機械が多く使用されるよ

うになり、そのための中毒やケガが多発したことから、その予防の

ための指導にも力が入れられるようになりました。

昭和49年には、佐久病院で国際農村医学会が開かれたのを機会に、

多数の外国人学者が八千穂村を視察し、健康管理の村、八千穂村の

名は、世界中に知れ渡ることになりました。

9１，

年度

昭和40年

年
年
年
年

４１

４
４
２
３

４４

村の保健医療の動き

農薬中塞他康カレンダー調査

(佐口・崎田）

直麗換宜

破傷風予防接種はじまる

(破個風Ｏ運動）

胃部分ドック実施

匪康迩職隅五（10年目にむけて）

国際農村医学会にて、外人など

八千穏村内視察、記念バーテイ

実施（八千穏中学講堂）

村内の主な生活行耶

台風24号被害

別荘地分譲開始

県道茅野線開通

宮前団地造成

八千種保育園開始

八千穂夏季大学は

じまる

国内外のできごと

ベトナム戦争開始

松代群発地霊

カネミ米ヌカ油中

毒事件発生

水銀農薬使用禁止

米アポロ11号月面

超陸

滅反政策はじまる


