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通勤不足や肥iIMiが|H1題にされ{I11したことと、IEIの健康づくl)政策

も加わって、従来の111.,じき1111球やママさんバレー、A1}入会の，|側'１

などのほかに、いろいろな体力づくl)活動が公唆館斗業なビにより

活発になりました。

とくにジャズ体操はどこの町村でも爆発的な人気で、八千穂村で

も昭和51ｲド頃から、さかんとな')､村内にも指導肴が111人もﾉl§まれま

した。若い人から中高年の人まで、やせの人も太めの人も、、色々

蔵コスチュームをつけて、軽快なリズムに乗って、汗ばむほどに全

身を動かすのですから、心身のストレス解ii1jにもな')、仲lHlもで､き

て楽しいわけて､す。

一方、お年寄りのケートボールもまた、ノ了外で大勢の仲間とでき

て、ケーム性もあることから、人弧思剛.で、楽しくてI卿,iiもどこ

かへいってしまった、という人もいました。

また、ジョギングや歩くことを実践しようと、佐々木村災をはじ

め、火勢の人による職歩く会､、がつくられ、毎週11雌11の''１１、犬神

橘から犬神''１j遡り、宮前橋、役場というコースを''1心に、ジョギン

グする姉人や「･供、お父さんたちの姿も児られるように葱I)ました。

運肋をやっている人（いつもやる．時々やるを合わせて）は、４０

歳代、５()歳代で約､|&激あり、ｌｌＭ:､ドの､ド均や南佐久lIlj各''11村にくらべ

て多い傾向にありました、

体力づく

も活発に

り活動

2Ｊ

運動をやっている人
一いつも､または時々やっている人一

郡

(年令40～59オ）昭58犀度

(％）
郡

男壷一磐墜'－－瓢･－薦
璽一一冊篭一鼠-蔚一、

４２

4Ｃ

GＥ

脚ノ

3［

八
千
漣
村

小
海
町

1m

『０

長
野
全
県

南
牧
村

川
上
村

南
相
木
村

北
相
木
村



〃２

健康管理に

とりくんで

栄養グループの思い出

横森幸「｡（八ＩＮＩ）

大橋清江（iIIf水町）

焚くもあり短かくもあり、夢のように過

ぎ』§りし20年間の栄養グループの歩みを、

今ここに振り返って見て､楽しかったこと､率

かつたことなど数々の思い出の糸をたぐっ

てみたいと思う。

料理教窯の片隅で、可愛いおカッパ蚊を

ふりながら、恥かしそうにお母さんのお乳

をおねだりしていたあのころの了供さんた

ちが、もう血派な大学生や成人式を迎えら

れた災しい容淡を眺がめるとき、さすがに

自分葱がら年を取ったものだと思わないで

はいられない。

栄養料理の実習が始まる

昭和32年のイド保健所より栄養改押の指定

村の形で鵬I}入金に呼びかけがあった（もち

ろん村を血じての)｡､'1時姉人会でグループ

作りがさかんに行なわれていたときて､、八

千穂村22部落にそれぞれ群奨会が発足し、

保仙州I}さんを'''心として家族,il･llljiの桁禅か

らお花、お茶とか広い面にわたっての勉強

が始まっていた。

その各グループから２名ないし３橘の代

表が出て、約50符の人たちが、当lI制１１穂仙

地区は竹のｆ会と名づけ南小学校家庭科室

で、畑八地区はみずほ会といい畑八農協の

洲雌窄で、保健所の栄養上さんから手近な

材料を使っての栄養料理爽将が始まった。

講座の勉強を受講したあと各自が部落への

伝達講料を笈施、村のすみずみまで栄養知

織を底めてゆくのがII的で､あった。このと

きに部落代炎で参加したのが私がとＩ)くん

だ始まりである。

会典1人当りの会費が材料鋤として当時

301'１（後に5()''1)｡各ｎて．負担するもの、ま

た部落婦人会で興担してくれた部落、それ

はいろいろであった。このころは呪代と災

哩ってｉﾐﾙI}の人たちの勤めなどあろうはず

も無く、比較的みんなに暇があったので、

伝達裁習の辿絡を出すと公民館の調理場い

っぱいの賑ぎやかさによく集まってくれた。

現代のようにまだプロパンガスというハ

イカラなものも熊く、コンロと炭、州、ま

な板、地1.と、材料からすべて龍に入れて

背負い、伝進会場へ出向いたものだった。

料理も終って試食会のあとは、みんなで楽

しく唄ったりMliiつたり、今ザえてみると随

分のんびりしたもので、現在の生柄状態か

ら比べるとうそのような話と思われるかも

知れない。

毎ｊｊｌｌＩ１ｌの1Mf習会でも、たび皿さなるに
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fiの会員が一緒にやることは雌かい､こと

であり、また出来るはずもなく、紬j‘,j36年

９月に、５０名の中から12名の研究グループ

員を選禍し、その人たちが中心となり計両

作りやらその他の活跳を始めたのである。

グループの出来た､１１時は、佐久IliIiij山の

若柴会を訪ずれての交換会、また上諏訪へ

つれ教えるものも教わるものも張り合いが

出てきて、次1111を楽しみに待つようになっ

てきたことも確か葱４Ｆ実だった。しかし家

庭の都合や何かで、どうしても会場へ冊掛

けられない人たちも多数あったので．、３５年

９ｊｊに役場化民肌の〃に大変お骨折りいた

だいて一応２カ年分の勉強をまとめ.｢栄

韮料理実科とI淵理の理論」と題してテキス

トを作製し、村内桁削荷に記ｲWした。

こちらから出向き、次は諏訪からお出で願

っての交換会を持ち、よいところをお互い

に学びとるようにつとめた。不忠縦といっ

てもいいほどみんなの気が合って、その後

塊在まで続いている人たちが４，５符もい

る‘，

｢栄養グループ」と名づける

またこのころだったか、八千聴村が合併

しているのに、｜Ⅱ村に別れて実科するのも

どうかということで、ｉＩＩＭ<町の公比館で総

会がおこなわれた際に、みなさん大勢で思

い思いにグループ．橘をNIIしあって,'11,淡した

結果、私が栄侭グループと,ﾘ:いたのがた談

たまきっかけとなり、５０橘が足並揃えて栄

養グループとしてＭじ会場で実稗を受ける

ことになった。

ただ実科を受け伝述をするだけのことな

らこれでもいいけれど、テキストを作ると

か、何かｲＭｆをしてゆく上には、とても５Ｃ

村内の栄養調査を実施

私たちの仕事としてまず何をしようかと

,;IIi合い、村内の栄錐1ｍに側する‘災態を知る

ために栄養調査を実施することになり、無

作為抽出によって30戸ばかりを対象に１週

間にわたって食郡調べをおこなった。

きて始めてみたもののなかなか大変なこ

とで、他人様の家庭内のことで迷惑さもあ

り、また正直に言ってくれない点もあった『
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随分皆さんが．l1If労して1111とか資料を集めて、

保健所の栄雄I:さんにカロリーｉｉｌ･猟などﾉ<

変苫労をしていただいて、１K確といえなく

てもようやくまとまった結果が出た。

農家でありなが,まず緑競野菜の不足が

雑だしく、次に雌も必喫な蛍I‘I源て．ある乳

剛を指導していただき、伝進をした。また

IIIl虫卵をなくすためIj:蝋などにド肥を施さ

ないようにとか、ノ剛'1:楽をよく洗うこと、

外出から戻ったら必ずｱ･をよく洗う．こと、

また緑黄野菜の計lI1iiﾙ１t端の話など農業技術

仇さんから(Ii1つたI）して、いろいろのIIiiか

ら勉強しては伝達したものだった。の摂取鼓が非常に少ない。そして卵・肉も

あまり食べない反I(Ii塩分の多い漬物の取り

過ぎが1111:ち、‐i；食の食べ過ぎとノくいにﾉ又術

きせられた。そこで私たちは111雑を伽肯し

て、なるべく家族余興が呑めるようにｎ分

の家でも飼ったりみんなにも勤めてきた。

私たちのグループが発足して約1年後、

八千穂村と佐久州院との健康管理体制がま

とまって、年１１''１の全村民の健康.検診が部

落ごとの会｣ﾙで、２，３１１間にわたって′児

施され各''1にそれぞれ他縦121限が配ｲiiされ

た。記された手I限を－１I見ると、ｎ分の健

康状態が直ぐ分るようになっていた。

その結果では、令般的に術血庄の人が多

く、また､'111肘'１１虫の多い人が沢'11あったの

で、これは1'11とかゲえていかねばとみんな

で話し合い、先′kから商血l-Eの人に向く料

曲り角に立たされる

会此はなかなか熱心にiIWｲMし、県の食ﾉ|；

柄改禅推進協繊会の大会などにも数回参加

してよい成績を収めていたけれど、なかな

か村令体の隅々まで挫透させるということ

は､１k大ていのことではなく、また時代の流

れとともにだんだんと|ﾙの1'1がせちがらく

もな')、妓初のころのように伝達会場への

災まりもだんだんとわるくなってきた。会

典が交替で他の部滞へIllhIhlいて笈習を行な

ってもみたけれど､いよいよ曲り角に立た

されたという感が強くなってきた。

どえてみれば、たとえ訳)|りぱかＩ)の会11（

てあっても、自分で出してなおＨ手間をか

けて実習に行き、次のⅡまた道具を背負っ

て低迷会場へ出かけ、辿雛で物好きぐらい

の陰１１も耳にした。今のように何も手当が

あるわけでもなく、今にしていう産らぱ本

当にボランティア活仙､だんだんと馬鹿らし

くなってきていっそもう11:めてしまおうか

など、何度かゆきづまったことか。

そんな時●優しいまた厳しいむち打ち役

が、村の保健蹄のⅡ:肌今さんだった。みな

さんこれは推のためてもない、みんなｎ分

のためて・すよ、それがひいては家族の人た

いよいよこれで出来上ガリ？左端か大橋さん
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ちの雌服を守り、また村へ連がるパイプ役

になるのだからと、励まされては、また紬

けた。そして秋村で行なわれる文化祭禅に

は、みんなが腕を振るって、高血圧食、お

やつ、栄養料理、横け物など今までの成果

を11Ｍ:を添えて股示し、村比に兄てもC,っ

たり誠食していただいた”

>酉好きで言VnFFに

近藤藤三(宮前）

上役場IZl保主任

直ｑ

ｑ
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健康検診について

雌雄検診をはじめたとき群い女の人が来る

かどうか心配であった。まだ着物を杵ている

人もいたし、帯惣ほどいて先ﾉkの前で裸にな

ることが恥ずかしいといって、あまり排い人

は来なかった。丈夫な萄がなぜ陛椅にみても

らわなくちゃならないんだ、病気をみつけら

れて佐久病院へつれていかれるんだという恵

職の人も多かった。

この意識を変えていくのに、ずいぶん病院

の人、村の保健婦、係は苦労したようだ。

村からも助成を受ける

年が重なるにつれ村でもだんだんと会の

活躍をみとめてくださり、数年前から炎調

の材料世程度の助成はしてくれるようにな

った。また会｣ルも、私進があち':,こちらと

移り歩いて、中'学校の家庭科寵をお僻りし

私 の 体 験 談

脳卒中になって

私は溌から酒が好きで血爪もiWiかつた。酒

のために高かったよう鞭ものだ。血雌が蘭い

ことは早くから言われていたが、何も鉱をつ

けず、朝起きて一・杯、昼に一杯、夜に一杯と

いう洲．fであった。タバコも１１｣２鮒は吸っ

ていた。体に悪いことばかりしていたようだ

が、体は丈夫で医者にかかったことはなかっ

た。

それが52年９月、お茶を飲もうとしたらふ

っと恵識がなくなってしまい、入院した。倒

れたときは血圧は２４０もあった。その後も20Ｃ

はあり下がら唾かつた｡歩けるまで回復した

が、「八千棚は寒いからゆっくりしていけや」

と先/kに再われて、翌年５ｊｊまて､入院してい

た。

リパ気をしてからは酒は晩酌のみとし、タバ

コはピタリとやめた。病凱をしても、のんび

りとくよくよせずにいられるのは、衆族のあ

たたかい思いやりがあるからだと思う。孫は

ねる前ｒおじいさん、おばあさん、おやすみ

なさい。明ｎも元気でね」産どとあいさつを

する。また嫁さんが良くしてくれるから安心

していられる。

I"５



卿６

て先生にいじわるされ、せつない思いをし

たことなビもあった。今は以前と打って変

って立派な福祉センターが建てられて、そ

の中に素晴らしい調理室を作って〈ださり、

これからの人たちは本当に幸せだと思う。

お陰様で年を経ることに自分にも幾分な

りと自信も湧いてきて、私もその間都会の

学生の民宿を受け入れる決心がつき、８年

間ばかり実施した。本当に兄ず知らずの人

たちだった学生さんとは親子以上の親しみ

を感じ、現在民宿を止めてから数年経った

今でも深い交際を持っている。

当時高校生だった人たちがそれぞれ結婚

し､２人揃って何組かが遊びに訪ずれ､泊っ

て思い出話に花を咲かせた。また八千穂高

原へ３人もが別荘を建て、私が昨年病気し

て入院の折、わざわざ東京から人づてに知

ったといって、佐久病院まで数人でお見郷

に来てくれた。また外国旅行の先々からの

珍らしい贈り物、国内の場合は、父母に焚

稀の箸、私たちには病気が早くよくなるよ

うにと心こもったお守りを送ってくれると

か。本当にうれしくて涙がこぼれた。

こんな忘れ得ぬ楽しい思い出のひとこま

を作ってくれたのも、みんな栄養グループ

という勉強の場があったれぱこそとうれし

く思う。

厚生大臣賞を受ける

３７年10月31日に全国栄養改善法施行１０周

年記念式典で、厚生大臣賞を授与され、み

んなが大喜びして実習のあと中学校家庭科

室の窓辺で記念搬影をした。若かりしころ

のなつかしい写真がグループ員のアルバム

の片隅に納められていることだろう。

３８年の10月１８日穴原部落代表の内藤よし

えさん、渡辺ちよみさんお二人が地区ぐる

み豆腐作りのレポートを、災野市の旧福祉

センターで開催された食改協県大会で発表

され県下１位となり、みんなまた大喜びで

久しぶりにグループ員全員で志賀満原まで

足を延ばし、その夜湯田中温泉で一泊し楽

しく語り合ったのも忘れ得ぬ思い出の一つ

である。

また39年10月、松本の県会議場で行なわ

れた食改協大会に、食生柄改善と民宿のテ

ーマで発表した思い出、また会員がみんな

で保健所のスキムミルク料理コンクールに

出場して、八千穂村が入選、焚野の県大会

に出向いたことなど、今考えてみると、よ

くまあ、１町２反歩も水田を耕し、畑６反

歩も作りながらよく遠方までも出歩いたも

のだと、自分ながらあきれるほどである。

それには家族のものの協力と理解、自分

の健康のありがたさをつくづくと思わさせ

られる。清水町の大橋さんと、県の栄養指

導補助員の資格を得るため県庁へ認定識習

に出向くよう保健所からいわれて、朝早く

から夕方５時頃までつめ込み勉強をさせら

れて遅くなってしまい、艮野で２人して泊

ったこと、また学生に戻ったような気にな

って保健所へ調理士の試験を受けに行った

ことなど。今病気をしてしまって自分の体

が思うように動けなくなってみると、なお

さらあの当時のことが懐かしくしのばれて

ならない。



栄義グループのうたをつくる

このグループ,をいつまて・もいつまて.も焚

く楽しい集合の場としたく、野良仕蛎の鍬

をふりながら作ったのが、次の緋、栄韮グ

ループのうたて，ある。

１．せせらぎ洲き山製の

rIlIIにそいし､股び舎に

せわしき日々のひとときを

蝶いて鵬る栄推グループ

２．文化の雌とほこるべき

佐久水世の水脈で

栄錐改沖拶兄つつ

楽しく災う我擁グループ

3 八下聴に作る鈴IMiの

化の心を野に受けて

.":いに励まし助け合い

使命に励む栄維グループ

料耶'燭Ｗ)あとや、会合の時みんなでう

たっている。

４７年８ノlに今度は佐久病院よ')の依頼を

厚生大臣賞を抱いて

勢ぞろいした栄菱グ
ループ

受けてまたグループ員で八下穂村の栄獲調

侮を'ﾉﾐ施することになり、それぞれわが家

の１週間分を綿密に献立てから、分岐を全

部計って、お茶からおやつからいっさい１１

に入ったものは残らず瀞き出した。それこ

そ災い災い１週間だった。交料は佐久病院

の栄養士さんが今度はすべてまとめてくだ

さってどんな食べ物をどのように摂取され

ているかなど分I)やすく棒グラフで表わし、

県と村と自分と比較できるよラフ°リントに

して配布してくれた。

その結果、１０年前私たちだけで行なった

ときよ')は随分乳もり'1も肉も多く取るよう

になったけれど、まだまだ全般としては少

なく、塩分は相変らず多い。緑黄野菜も少

ないし、勉強をしているつもりのグループ・

jiの家庭でさえ、いざI洲べてみれば光会食

には程述いありさまであった。ましてやこ

んなことを考えていない家庭など、インス

タント食,li1',に頓よるとも、イIflIの食'側に弓

色栄挺などバランスのとれた食，脈などと５・

えながら調理している人たちが果してどの

位いるだろうかと思わないではいられない。

Ｍ７
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そうかといって餓近のように少しの時間

も1淵しんで内職I:jルヘと皿う-iミルI}たちの多

い昨今、食舶公害だの添加物をどうのこう

のと話し合う時間さえない呪ﾊﾐが悩ましく

忠われる⑥

新しく健康教室に発展

しかし相変らずグループ典は陰で地味に

活鍬している。各部瀞で地峡検診の行なわ

れる､Ｉ１Ｉｊ、または険診結果縦(';会のときな

どに、高血圧食の料理実科やら、また自分

の家から二、三種縦作ったものを持参し、

プリントに添えてIi(食してもらったりして

いるが、一般の人たt,が、これまでにして

とりくんでいる私たちの気持ちを果して知

るや、知らずや？

研究グループ災を除く他の会典はだんだ

んと満:手に代ってきたので、他力'らお嫁に

米られた人たちはなおさら20年間の足跡を

知る111もなく、雌近はいつまでも栄挺グル

ープというf′iにしば,れるのはどう力'とい

う陰の声もしばしば上｢に入り、新』し〈代

られた新津保健姉さんからもこんなような

相談も度々かけられた。群い人たちはまた

杵ぃ人たちの考えがあろう、進むべきⅡ的

は同じであるから、梢を変えて村のために

大いに頑張って満跳されるようにとの意兇

を返す。

３ｊｌｲﾘご乃紡C,し〈雌服教室の？'iで発

足会が行なわれた１１１に'1Ｍ〈。

私たちは数年前に研究グループ・をときわ

ぎ会と名を改めて、旅)･jllnI集まり、茶の

湯、料理、，;lIiし合いを災付しているいれど、

これから先1'１１年も本､'１に和やかなよりどこ

ろとして継統し、新らしい村長さんの健康

柵:蝿に対する仰懲|('1にlルノ』し､みんなが仙

股でIﾘlるい付作I)に巡進したく思う。

（昭和52年４１１記）

学校保健の思い出

)C八『･穂''１'､i４校蕪碓教諭

’１１浦とよ

今ではどこの1111.肘も１１１雌の雌康杵哩の仕

覗に熱心に取細むようになりましたが、２５

､陸離K泌蝋-m挫当
－１

可

瓢

;糊

潤

BOI

Ⅷ

－１１１~Ｉ

卿値１

芦一一

隅５７１

統計展示の前の

山浦先生



年前八千穂村がこの未開拓の分野に目を向

けられたのですから、係の方々のご苦労は

大変だったと思います。何年も先端をゆく

ことは非常な努力と勇気のいることです。

当時私は中学校の保健の仕事に携ってお

り、この全村健康管理に踏切られた村当局

の偉大なお考えに拍手をおくりました。

あのころは学校保健の内容も貧しく、定

期の健康診断にも科学的検査などありませ

んでしたが、八千穂の小・中学校は独自に

検尿、血圧測定など早い時期から実施し、

続いて貧血検査も予算化され、他の町村の

学校関係者から茨ましがられたものです。

またあのころは、定期的に保健関係者の

連絡会を開き、村民および学童の健康につ

いて、熱心に研究会がもたれました。その

つど私どもも学校でかかえている保健の問

題を持っていって、一緒に考えてもらい、

理解と協力を得、大変ありがたく思いまし

た。

寄生虫で例をとりますと、学童の中に虫

卵保有者がいると、その家族全員の駆虫、

検査などの指導を保健婦さんがしてくださ

るなど、家族ぐるみの駆除に取りくんで効

果を上げました。また身体的に問題をもつ

児童についても、家庭環境、生育歴なども

知ることができ、その指導に大いに役立て

ることができました。

この連絡会には、保健所の保健婦さん、

改良普及員の方、佐久病院の保健婦さんな

ど、その道の第一線で働いておられる方々

も集ってこられますので、広い地域の保健

問題が話題となり、大いに視野が広がり多

くを学ぶことができました。

保健衛生の仕蛎は地味な仕蛎です。その

効果も長い目でみなければなりません。こ

の25年の長い間、たゆまず研究と実践に昼

夜をとわず仕事の鬼となって頑張ってこら

れた方々に頭のさがる思いです。

リハビリにとりくむ

元八千穂村保健婦飯塚百合子
（旧姓･新津）

今年もまた木枯しがI次ぐ季節となりまし

た。身の凍るような夕べ、空から降るよう

に輝く星空の中に、オリオンの姿をみつけ

ると、検診は始まっただろうかと、八千穂

村で保健婦をしていた頃のことが思い出さ

れます。

とくに思い出深く心に残っていることの

ひとつは、就職した年の昭和50年に、かね

てより福祉センター保健室の一室に設置さ

れていたリハビリ施設の利用を開始したこ

とでした。

医療機関とまったく同じ器機類に戸惑い

もありましたが、行政サイドにおける関係

者と、磯村先生、理学療法士木内先生ら、

病院関係者による運営組織も確立され、身

体隙害者（脳卒中後遺症者が主でしたが）

を対象に、連動機能を復活することを目的

として、リハビリ訓練は開始されました。

ふだんの訓練には保健婦とともに家庭奉仕

員のみなさんがあたられ、ご苦労いただき

ました。あの当時は、市町村でこうしたり
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ハピリ施設を設祇したり、運憐することは

珍らしく、マスコミ側係％･の取材も多々あ

りました。

訓練は週２回行ない、対象となる人は綿

リハビリに通う

有賀とも子(宮前）

昭和53年５月５１１、当時53歳の主人が突然

川崎の会社で倒れました。常に健康だった人

が急に倒れたという知らせを受けたときのシ

ョックは、今だに忘れられません．それから

来京の病院に３カM入院、病搭は脳梗塞と診

断されました。今より６年前、かえり見れば

短いような長いような気が致します。

その間いろいろなことがありました。本人

が・・稀苫しみますが、そばにいるものも一生

懸命にならなければなりません。健康のとき

fll:センターに来るのですが、家族に進り迎

えしてもらうなど'求族への典仙も力'力'1)、

４～Ｗｉが附時米る職唆でした。しかし、

i1ll練若の訓練に対する愈欲はどの〃もさか

私の体験談

はどこにいてもlilじですが、いざ病気になる

と故郷だと思います。

少し締ができるようになると、Ｉｉ１､く川合ヘ

リ'１}りたいと筒い出し、８）ｊ‘ｌＨに佐久病院に

移ることになりました。来京をはなれ寝台巾

は一･路‘信州へ信州へと向います。野辺山間原

まで来たときは本当にﾉﾋき返った思いでしたｃ

それから八千穂の似しい我家に５時IH1ぐら

い休んで、佐久病院の７階に入院しました。

内科の治療は東京で済んだのでリハビリが専

門でした。私は付添いを１カ年やりました。

昭和馴年７ﾉj291Iでリハビリテーションを終

り村に蹄りました。

１週間位したらホームヘルパーさんが米て

下さって、ｒ役場より頼まれて来ました。村

のリハビリテーションへ皿うようにＪといわ

れたときは本当に蝿し〈て今でも忘れません。

早速８）jからリハビリテーションに通わせて

いただき、お陰嫌で少しづつ良くなって米ま

した。これも村の健康拶理が行き届いていた

からだと思います。

病人が出ましたら家族の力が火躯なことだ

と思います。みんなでﾉjを合せて暖かい心で

いたわりたいと思います。



んで．、械恢的に取り組んでおられました。

とかく体がｲ《、111になると、他人との縦

し方もillI恢的となり、内に龍Ｉ)がちで、家

族に対しては些細なことでカツとなりやす

く、ｎ分自身生活に張りがなくなりがち

ですが、w1i祉センターに行くようになって

から明るくなったと家族から|Ⅱlいたときは、

機能回復は体ばかりでなく、稲神的'''1復ま

でも関係する典の深いものであることを茄

感したことを覚えています。

福祉センターへ皿う人々の輪が出来、リ

ーダーが生まれ、仲間同士の励ましや応援

のほか、家族111-kのふれあいもということ

で、家族会まで発足する巡びとなりました。

この会により家族間の連帯も強まり、住民

向らが参加して感想を述べられる場ともな

ったのです。これは大変称賦獲なことであ

ったと思います。

また在宅のねたきり老人の方々にもリハ

ビリ訓練をということで、病院の先生〃の

指示をもとに家庭推1.1:典さんといっしょに

家庭訪問を行ないました。この家庭訪問に

は、木内先生や他の理学療法-kの先ﾉlﾐ方も

同行訪問して〈だきり、爽際に心群さんと

接していただいて、どの礎度まで伽かして

よいかを個々に指導していただいたことは、

私達ばかりで鞭〈介渡する家族の方々も、

その後の介繊に''1ｉｉをもってあたることが

出来るようになる等、人変効果のあるもの

でした。

先進的に始められたリハビリiIIi肋も、今

は多くのTlillIl,村でもＦがけているようです

が、住民が参加し住比が韮体であるという

この辺はどうですか……診察中の寺島先生

柵神を根底とし、行政と医旅スタッフの援

助と協力の姿勢こそ、長く活動を推侍する

甥閃ではないかと感じます。現在も老人セ

ンターでリハビリ柵仙は継統されていると

伺いました。

多くの住民の方が、体ばかりでなく、心

のオアシスとしても、，洲練を続けられるよ

う賊つてい談す。

視察団に応待して

元役場地j鍛理係便岩波英雄

私が雌Ａｌｉ将珊'1f業を狐､'↑したのは、昭和

46年と昭和52年の２カ年で．ある。昭和52年

４〃の僻令はｒ牒良補佐兼健康篠理係長を

命ず」とあり、、'1時の出浦村艮の健康梼叩

にかける賦凱込みが辞令の''１から感じられ

たことを覚えている。

昭和52年というと、小．中学校生徒対象

の健康杵｣'Mのとりくみであった。19年間の

全村他ﾙ隅ｆ剛は、３歳児までの乳幼児検診

と18歳以上の成人を対象としたもので、４

ソ応〃

Ｌ

区
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歳児から17歳までの村民は学校検診の範岡

内で、村で行なっている雌砿符珊ﾘｆ業外と

されていた。

しかしその年代は、乳幼児期の健康管理

と成人の健康符理との間をつなぐ亜要な年

代で、健康教行のもっとも111能な年代であ

る。そこで乳幼児から成人まで一質した健

康将理で、橘実ともに全村民健康管理をし

てはという、佐久病院小児科恢災（呪群馬

県立小児医旅センター院災）神辺先』|ﾐの提

案もあり、関係稀の閏11を得て、学童健康

符雌迎憐霧典会、糾肌l委典会が組繊された。

この昭和53年庇'だ加に向けて典剣にとI)く

んだことを思い州す。

またこのころは全ＩＫｌ各地から健康符理事

雄の視察I､jlが猟繁に来訪し、担､11として応

刈におわれるＩl々であったことも思い川て．

ある。

視察川は、北海道から沖維まで全国各地

から来訪した。昭和51年は40団体、昭和５２

年には35剛体、その他にも２人、３人とい

った視察勝もあって、脱明資料作りと応待

にかなI)のⅡ河川を使ったものである。

（

１

視察団が全国各地から

健康管理19年ともなると、視察に来訪す

る人たちは、卿j院災先ﾉ脱の枠,I|:を枕んで

とか、また謙演を聞いてということで、’１ｆ

前にかなり勉強きれた上での視察で、じか

に住民に接し、住民の意識について兄Illlし

たいとか、衛生指導風の役削と地域におけ

る実践活動について指導貝から生の)師をIMI

きたいといった希望が多かったように思う。

従って術生指導典会焚小悔lillI1lルさんや剛

会擬背木秀夫さんにご苫労を願ったことも

たびたびであった。

昭和52年８月に来訪した川崎1ｹ鋤ﾉ|ﾐ涌協

'11組今のみなさんから、他！』燭御M'１１災j'11‘'､１４

記を後11いただいたが、その'|'で、企lI1ilI川

査部長田畑氏は「八千穂村の術生指猟典会

長と副会長が、１８年間のとりくみと呪椛の

併労聯、何の剣災いもなく述べてくれたが、

私の学んだのは、他に仕ｲドをもちながら村

当局と心を一つにして村民の健康をどう守

っていくか、どうしたら雌服杵叩にもつと

関心をもってくれるか、’'１なる帆たのまれ

仕事．でなく、また、名誉職、でもなく、

村民の要求を自分の要求として誠実に活肋

している姿が､説明する・語・締から伝わっ

てきた」と兄学紀で感想を述べている。

健康管理事業25年「治療より-f防」の締

神が一貫して遂行されており、検診内奔も

25年経過のIl1で杵し〈光災した内祥に進鵬

している。村民の健康を守ろうと努力され

ている佐久病院の純粋な精神に対し、村側

は一脈健縦に対する1i;l』との愈欲や,砿紬をも

りたてる稗蒙述jiﾙに労ﾉ』しなければとぢえ

る次第である。



衛生指導員と

ともに

ピッカピッカの一年生

術生指導貝

高見沢佳秀(八ｌＩｌｊ）

５３年４月に術'剛熊貝になり、j卸の会搬

に出席した時、病院の方、役場の〃、保仙

帰さん、指導典の皆さんが本当に真剣に検

診活動の仕亦に取り組んでいるのを見て、

びっくりしました。

また、八MM部蕗の受,珍率の低いのにもび

っくりし、「これは何とかしなければ…」

と巷え、部落に帰って３人の衛柴部焚さん

と討議しました。部氏さん達はい毎年検診

はやっている'1ｉだし、促けない人はﾉk知で

受けないのだから１t嫌がない蝋と怠兄はilii

極的でした。私は公瀧に州席した様子と、

八郡部落だって{;Ｉｆで頑狼ばればきっと受診

半はあがることをI活しました。

衛生部良のＳさん、この人は検診に対し

て不信感をいだいており、１０年前に受けた

ままで、昨年の検,惨の|脈は術′|郡災として

会場にいたのですが、受けなかったそうで・

す。私はこの人と検診とは何か、内容は…、

･何ｕも何１１も話し合いました。そして３力

jj後、ようやく納緋して６らえました。

さあ、部落ぐるみで検診に取り組もう。

まず、区長、附会災さんに、区会、附会で

協ﾉJしていただくようお肌いし、また、臨

時総会、附会の新年総会聯で全典受診する

ようよびかけました。そして、婦人会、渦：

妻会、早起野球の役興の方達に内容を謝り’

し、特に杵挫会は役此の〃にまわっていた

だきました。

少しづつ検,診のムードが商まり、隣近所

のお茶飲み話に州るようになりました。い

タラの芽会での交流も楽しく°後方に立っているのは衛生指導貝と出浦課長(左端）
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よいよl週間前、Ｓさんと毎夜一戸一戸内

容を娩明し、ぜひ受けるようにと約40戸位

歩きました。

そして当日、Ｓさんは、２０年間１度も受

けたことのないＫさんを、無理につれて来

て受けさせました。Ｋさんは、検診の結果

高血糖でした。保健婦さんは、すぐに病院

に行くように説得しました。しかし、本人

は、「私は病気ではない」と。何回も何回

もの説得の後、Ｋさんはやつと病院へ行き

入院しました。その夜、Ｋさんの娘さんか

らＳさんにお礼の電話がありました。

「検診って本当に素哨らしい仕事だ〃来

年は全員が受けるように頑張ろう｣｡昨年ま

で受診しなかった衛生部長きんが、目をか

がやかせてこういいました。

健康で働けることが幸福

衛生指導員今井恭夫(馬越）

年月のすぎるのは早いもので、八千穂村

の健服管理噸業も25年目を迎えることにな

りました。本当に長い月日で御苦労も多か

ったことと思います。諸先輩が築きあげた

なかへ、仲間入りさせていただきありがと

うございました。少しでも進歩するよう頑

張っております。

自分も部落にて衛生部長を２期４年、続

いて指導員を２期８年、残すところわずか

になってきました。毎年が１年生で、自分

としては、ああしよう、こうしようと、思

っているうちに１年がすぎ去ってしまいま

した。

思い出してみてよかったなあと思ったこ

とは、今日はビこの家でも勤め人がふえ、

用事でも無ければ譜をすることなどあまり

ないというなかで、部落の若い人、老人等

いろいろな人と顔見知りになれたことです。

それから毎月の勉強会で、佐久病院の先生

方が夜おそくまで熱心に自分たちにわかり

やすく総義していただき、納得のいくまで

アドバイスして下さったことです。また会

識の席では話せなかったことなどは、気の

合った友で酒をくみかわしながら、夜I|'ま

で話し合ったことなどです。

部落では、健康検診の必要性など指導し、

何年も受診されなかった人たちが、進んで

毎年健康手帳を持って熱心に受診する人が

数多く出て米たことは、本当にやっていて

よかったなあと思いました。しかしその反

面、玄関で塩まではまかれませんでしたが、

苦い経験もありました。

でも人は十人十色、遠くから見守ってき

っかけを待つのも指導のひとつだと自分に

いい'1Mかせ、おそらくその人にしてみれば

「自分の体は自分が一瀞よく知っている」

と、よく耳にする言葉で健康には気を付け

ていることとは思いますが、早期発見、早

期治療の現在では、どう考えても心配する

ことが大きいです。

今日の「衣・食・住」は大変よくなって

きたわりには、私たちの生活の回りには、

いろいろな健康障害となる要素が数多くあ

ります。不況による企業倒産、失業、雇用



と、その生活不安から柵神的雌縦障害、ま

た機械化農業からくる述仙ｲく足、蝋かな食

撒那情からくる栄養過剰摂取、また複雑な

社会からくるストレス、粘神陳'i1の増人な

どがあげられています。

今11、化以がすすんで検修、また棉理に

とりくむことが重要かと思います。鯉康は

自から管理するもので、狩理されるべきで

はないと‘思いますが、Ｉ』1分ひとりで°は'ＷＬ

ないことが数多くあると思います。せめて

年に一度ぐらいは村で行なういろいろな検

診を受けて、’'1からその結果をよく班解し、

日常生活に役,Iﾉ:たせていただけたら幸いで

す。

ｌＷｌ§術の発炎によるとrll本人の'F均脈

命は出久とも'化界一｣で女79.78歳､男74.20

歳だそうです。せめて健康で働けることが一

瀞稚冊かと思います。「八千穂村の健康づ

私 の体験談

リハビリで自転車に乗れた

須田晴次（上畑）

４９年２月の寒い朝、子供が脚血を出してい

るのに驚いてあわてていたら、口分のほうも

急に覚えがなくなってしまい、気がついたら

左半身が悪くなっていた。佐久病院に２カ月

入院し、リハビリでいいかげんしぼられて訓

練し、ここまで良くなった。

病院ではすわってできるトイレ（洋式）で

たいへん体が楽だった。しゃがんで頭を下に

するのは良くないと言われ、退院してから、

脚分の家でもすわってできるトイレにした。

病気をしてから、トイレなどでしゃがむと菩

し〈なったり、蝋がグラグラ

になった。

したりするよう

冬は便器に地気をとおして暖かく し再発作

をおこさないよう気をつけている。左半身か

悪いので夏でも左手足は冷い。寒い夜は諭気

毛布を使用して体を暖めている。

50年から村の綿祉センターでリハビリがは

じまり、蚊初から通っている。ふだん加かし

たことのないと ころをめた勅オ 》すのが良か一つ

たし、リハビリのあとお茶飲んで仲間と話を

するのがまた良かった。退院してから村のリ

ハビリに皿わせてもらい、本当に良かった。

自転車運動訓練器により自信がつき、白転

車にのって往似４キロ近い水田の水兄ができ

るようになった。みんなリハビリ訓練はいい

と荷っている。やっていれば、これ以上悪く

はならないのだから。

いろいろあったが、あまり物事気にせず、

心配せず、くったくのない人生を送ってきた

ように思う。
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くりは世界一」といわれるようになりたい

ものです。

いま振りかえって

元衛生指導貝

青木秀夫(天神町）

なんでこんなに検診率が低いのだろう。

衛生指導貝になって般初に心を横切ったの

は、この問題である。

一年目はただ夢中で過ごしたが、その反

省の上に立って二年目の計画を立ててみた。

といってもどうしたらよいかは分らず、お

先まっくらである。そこで当時、八千穏村

の担当であった佐久総合病院の健康符理部

にいた笠慨保健婦さんと相談の上、住民の

みなさんとじっくり話しあってみようとい

うことになり、笠讃さんと日程を組んで個

別訪問することにした。

一軒一軒たずねて歩く。みなさんの考え

を聞いてみると、決して検診を否定する人

は一人もいない。だが、なぜか理由をつけ

て検診を受けたがらない。なんとか脱得す

るにも、なんの知識も経験もない私にとっ

て一番の難問である。「たすけてくれ」と

笠置さんに泣きつく。笠置さんは、それを

カバーしてくれる熱心な人だ。それでも一

戸一戸回るうちに、どうにか度胸もついて、

少しづつ説得し理解してもらえるようにな

った。

一日目の検診も終ろうとして名簿を兄る。

来てくれるといった人の名がない。早速師

走の寒中に飛び出して行く。ある人からは、

商人は年の郭はいそがしくてだめだといわ

れた。そうだ来年は二川頃にしようと思う。

ある人は明日行くという。信じるしかない。

会場へもどる。そのくり返しに心を痛め、

血圧も上がってしまう。

分館長と話し合って、二日目にはＰＲを

することにした。行商に使う車でボリュー

ムをいつぱいに上げ、検診を呼びかける。

何人の人が家にいるかなあ？もうやけ〈そ

だ。やるだけやれと回る。ようやく二日目

が終った。やれやれである。当番の人の作

るうどんをすすって、心の疲れをいやす。

衛生係の恭子さんが計算機で受診率をはじ

く。「青木さん、昨年より20％位上がった

よ」といってくれた。

自己澗足でも良い。あとは野となれ山と

なれだ。心の中でそう思いながらも米年の

ことが気になる。いずれにしてもわずかな

知識でもいい勉強しなければと思う。幸い

衛生指導員会で毎月勉強会が始まった。専

門的でむずかしい。でもわずかながらも理

解できてくる。

三年目、前年を反省してみるとあまりの

強引さもどうかと思い、個々の意志を信じ

ることにした。一年間を通じての啓蒙につ

とめ、みつめていた。案の定わずかである

が受診率が落ちた。気にするな、受けるも

受けないも人のことだと、自分自身に言い

聞かせながらもショックだった。人は受診

率がすべてでないと励ましてくれるが、指

導貝活動のバロメーターであると思う。

そんなくり返しで八年が過ぎた。



神辺波
(||ド‘1ﾙlい:小児Ⅸ旅センター院災）

J５７

私の検診日記

から
る。

ルj佐久地〃はほとんど1111つたが、’'１でも

八千棚村の小児他ﾙ卿‘V｣'Mについては、多く

の思い出がある。乳児検診一つを取I)上げ

てみても、２３年lHlには随分内容が変った。

１１州13()年代は、ｌ)１乳ｲく足や離乳のおくれ

から、青白い、皮噛のたるんだ乳児がＩ.'ウ：

つた。八下穂村も例外ではなく、ミルクを

私は昭和3.1年3ｊｌから57年３月まで．、23

年間佐久総合蛎院小児科灰長として肋めき

せてJjiいた。イif任したころは、小児州ﾀﾐは

私一人だったが、やめるころには、５～６

人の若い小児科灰を群馬大学から派辿して

頂けた。そのおかげで、がＨのように'|:後

は雌川醐W:JlI1柵仙に町村に出かけC,れた。作

月院艮のｒ袖旅と予防は車のlIlj輪」という

御言葉は、今も私の心に深く根をドしてい

一一～

鐸畠＝邑垂

足したり、離乳食の脱lﾘlなどがボな検1珍内

容であった。また、生まれてまもないL児

には、「巻きおむつ」を使い、両脚を伸ば

して腰と下肢全体におむつを巻くのが附雛

だったので、股'1M節脱臼も多く、発兄は秘

たちの11:‘伽だった。

昭和40年代に入り、人_L栄養の行き過ぎ

によるブクプク肥Ｉ)が問題にされ、早期離

乳の行き過ぎも反f↑されて、栄養'''1腿がや

っとIE常にﾉたった。おむつも現企のように、

生まれてすぐから股を削ってあてるように

なり、股関節脱|:Iは1Ｗ:って減少した。

昭ｲ1150年代には、栄錐や発育については、

ほとんど問題がなくなI)、乳児検診の重点

は発達に移った。乳児が川齢相当に『寝進

小児雌脹併理の思い111

』

そんなに痛くはないからネ。

学童検診中の神辺先生

■

ｌ
‐

勺覗．

噺
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り」や「逗い趣い」が出来るかどうかが

問題にされるようになった。呪ｲIﾖは乳児械

診の取点は発述に移り、神経|ﾉﾘ科的斯陥脳

が必要ときれている。

これらすべての年代を皿して、八T･棚村

は新しい乳児検診の手法を破椛的に取り入

れ、村当肋や保健AI}さんたちも協ﾉJ的であ

った。おかげさまで、八千穂村をロ標とし

て、佐久地ﾉﾉの孔幼児の健康符哩は、時代

の流れに取り娩されないで､進腿きせること

が州来た。

また、学校保雌の問題にも村当局でﾉﾉを

入れて頂いた。出浦先堆が村奨になられて

機能回復に明るい希望

一毎週２回訓練実施一

かねてから付が老人福祉対策の--環として、

福祉センターの一室に設けた、機能Ｍ復訓練室

が６月から肋きはじめ韻した。

毎週月・木IIWll･Iの週２１IiI午前中開放され、村

の保健婦と家庭奉仕員の指導で、脳卒中で不同

111になったお年寄りのひとたちが頑張っており

ます。

この訓練室は県の補助を受けて肩関節輪臓運

動器、自転車迎励訓練器、移動式歩行補助平行

棒、歩行補助器、歩行補助つえの各・台ずつと

マット三台がそなえつけられ、呪在医師がきし

つかえないと秘めた人を対象にしております。

指導には佐久総合病院で技術指導を受けた係

健婦と家睡燕仕典が当り、凹復訓練のほかに、

血｣匠測定、“卿剛炎もおこなっております。

村では脳卒中で体の不自由になった人が15人、

以来、八下穂村の小・中学生の健康符理も

佐久総合病院の仕'1ｆになった。乳児から成

人までの－１‘Iした仙碓榔叩のために、小・

中学生の健康手1帳を作り、内容としては成

人病の予防に飛点をおいた。血液検盃を含

めた学童検珍は、、１１時としては斬新なもの

で、学校保健の関係満の間に大きな反響を

呼び、今後の発展が注１１されている。とく

に黄|Ⅲと商脂血椛の|H1胆は、今後に残され

た大きな細幽であろう。

昭和57年４月から、岬馬での新しい仕事

についたが、八下穂村が農村の健康問題で

はいつも模範的な先進地であI)続けること

u』畠や TＩ

リウマチその他で不自由な人が１０人いますが､現

在医師から訓練の杵可の出た人が８人おり、そ

のうち５人の人がこの施般を利用しております。

自転車に乗れるようになる

狽田哨次さん（上畑）６６歳は、４９年２｝1に脳

卒中で倒れ佐久総合摘院に３カノl間人院、左半

身不随となりましたが、この訓練室に通いはじ

め、とくに自転車運励訓練器により、自信がつ

き自転車に乗って従復‘1キロ近い水、の水鞭理

ができるようになりました。

小林浦二さん（消水町）６２歳は、６年前にや

はり脳卒中で倒れ、１力川Ⅲ動かすことができ

ずその後、佐久総合病院に１年３カ月間入院し、

右手足の不随と富維陳轡をﾉｋじました。今では

右ききだった手が不自由になっても左手で何で



は、その一端を狐わせて頂いた私のひそか

な誇Ｉ)である。２５州年を・つの節１１として、

さらに雌ﾙ|杵j'M‘l#紫が苑肢することを1mっ

ている。

中気の老人たち

磯村孝二
(佐久総合州院Iﾉ､j州知&）

毎年の全村健康検診に来診しない人も少

なくない。こうした末受診者の家に訪問検

I診に行くと、以Iiijは人小使を失禁し、蹄い

もできるようになり、歩行も大変困難であるが

歩くのも訓練のひとつと思い、白ﾉJで歩いてこ

れからも;illI純に通いたいとのことです。

とくにこの施設で人との接触により話しをす

るので言葉もとてもしっかりしてきたそうです。

リハビリ訓練も真剣に

顔で寝たきり状態になっている老人が多か

った。そして「〔11．〈、お迎えが欲しい」と

Iｌ々に訴える。「ﾉｋきていれば、いつか良

いこともあるよ」と椿えても、それは単な

る気休めにすぎなかったのである。

Ｉ伽mlEで論旅している老人も、異口同汗

に「中気になったら、一服もってお〈んな

んし」と訴える。ポックリ観音がはやるわ

けである。しかし、実際に脳や'1で倒れる

と、まず、「′k命を助けてほしい｣､つぎに

「何とかトイレぐらいは行けるようにして

ほしい｣、そして、ｒ脳卒''１にあたらない上

ﾉﾐはないか」というのが、心総家族や住

ルポルタージュ

小宮山九十九さん（下畑）５６職も、４５年６月、

51賊の耕さで倒れ、３力)jllII怖久総合病院に入

院、/i§半身不随となりました。家では訓練らし

いこともなかなかて､きずにおりましたが、この

施設を利用するようになり、Ｉ:1分と同じ体の不

I:IIIIな人といっしょに訓練することが、何より

もはぐくみとなり、野菜づくりなど樺い農作業

ができるようになりました。

集団で利用することの効果

こうして利用譜にⅢいてみますと、この施設

で指導してもらい、しかも大勢でやること、話

しのできることが何よりも励みとなり、今では

川1Mと木11mが楽しみとのこと、もっともっと肢

体不向山の人に訓練に米てもらい、お圧いに術

しができると心の健康にもつながる、会費など

も出し合ってお茶会などもやりたいと話してお

りました。

（八千秘村公民館報・第１０７号、昭和50年８月
２０日号より）

Ｉ５９



ﾉ６り

民の切愈る卿いである。

lli郷''１に通ったIf,、｝{:は１１１がなんでも絶

対安怖が第・であった。しかし、今Ⅱでは

ちがうのである。生命を助けるためには、

あたったらすぐに入院して脳卒I|'の砿航一

脳出血か、脳梗塞（脳軟化症）か、クモ膜

「出血か－を判定し、手術できるものは手

術を、できない場合も、それぞれ病状にあ

った沿旅を行うのが、現仏の州撤である。

今１１では、ＣＴ（コンピューターＸ線断ﾙｉ

写真）をはじめ脳卒中の診断技術は大きく

発展した。また、予術療法の進歩もめざま

しい｡ＭＨ<のゴールデンアワーならぬ、脳卒

中のゴールデンアワーは、発ﾙ斯後,'くＩＷ:|ﾊlと

いわれている。

また麻岬した下足の機能回復のためには

．111.〈からliIll純をすることであI)、そのため

にもJIWl入院が重要であるといえる。

脳卒中のｆ防は、やはり平素かじ,の健康

管理がたいせつなことはいうまでもない。

八千穂村では、２５年間にわたる全村雌M噸

理の結果、脳卒中の発生は三割減少し、と

くに脳出血は半減した｡

脳卒中は揃齢詩に多い病飢であもが、今

11の股村では商齢者が急速にふえている。

そこで、年'11州ﾘに発病率（人１１に刈する発

病荷の削合）をみると、脳卒１１は急速に減

少しており、とくに脳卒中の多い70歳代の

減少がいちじるしい。

ところで脳卒中になって入院し、機能凹

復訓練をおこなって何とか杖歩行が'11能とな

って退院しても、かぜ収どで､濃こんだあと

IIjび湛たきI)になってしまう場合が、とく

に老人ではしばしばみられる。それを防ぐ

ためには、退院したあとも訓練をつづける

ことがポイントといえる。そのために八

・｢偲村では、昭和5()年から柵ill:センターに

機能jll練窄を,雌iした。今でこそ、世人保

健法の施行にとも窓い近隣のIli町村でもお

こなわれるようになったが、災に１０年もさ

きがけているわけである。

その紬米、濃たきl)老人lljの鮒|ルベッ

トが、、'1初は不足していたのが、今では十

数台６余っている状態とのことである。,ｈ

'典、濃たきI)世人の城度は、佐久地域一'|ｊ

八カ町村のなかで、もっとも少ないのが八

千穂村の今Ｈである。

家族と共にお花見会


