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生協芦原診療所50周年記念行事

山田洋次監督を
迎える

12月18日 ﹁山田講演﹂ の

準備は着々と進んでいます︒

皆さんはもう黄色いハンカ

チを購入されましたか？お

友達やお知り合いにも声を

かけてお誘いください︒会

場を笑顔と熱気と歌声でい

っぱいにしましょう！

当日は黄色いハンカチが

入場券となります︒忘れな

いで必ずご持参ください︒

当日の舞台には寅さんの巨大なドット絵（7mX6m）

が飾られます。完成した絵を生協病院駐車場に並べ屋上
から撮影しました。
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篠崎さんの講演で
医療福祉生協の

9月8日（土）、和歌山市北コミュニティセンターにて組合員職員活動交流集会が行われました。組合員130名、職員47名が
参加し活発な意見交流を行いました。
午前中は、講師に篠崎次男氏を迎えて学習講演会を行いました。午後から各地区に分かれこの秋の仲間増やし大運動の
取組みについて話し合いました。その中で篠崎氏の講演を聞いてあらためて医療生協への理解が深まったという意見が多
く出され、生協運動の意義を確認することができました。

康チェック﹂ に代表されるよ

うに︑保健の知識を＜らしに

生かす術をたくさんもってい

います︒

す︒不況でも国民はやりくり

費税は衣会住にかかる税で

あい︑助けあい︑そして医療

う時には相談しあい︑声かけ

ともいえます ︵笑︶ いざとい

て医療生協の組合員は〝贅沢〟

点では︑無縁社会の中にあっ

とのつながりを持てるという

近所つき合いができる︑他者

他人同士が老若男女を超えて

仲間を増やし︑助けあい︑つ

があるまうを︒署名の数ほど

士だけれど﹁暮らしの協同﹂

に存在しているまち︒他人同

駆け込める医療事業所が身近

気な時も相談事がある時も︑

いきましょう︒病める時も元

続けられるまちづくりをして

年をとっても安心して住み

増えれば楽しい
つながりの輪

し︑税収は落ち込まない︒安

と介護・福祉の専門家が応援

ながりの輪を広げて行きま

ます︒そして班活動を通じて︑

定財源として重宝される所以

していくのか医療生協の強み

しょう︒︵講演内容を編集部に

篠崎次男氏が講演

で
す
︒

で
す
︒

りばっち︵独り暮らしのこと

に人との交際ができず︑ひと

人存在しています︒貧困ゆえ

生活をしている人が600万

であり︑生活保護基準以下で

先進国では日本が貧困率一位

とは無縁の﹁格差社会﹂です︒

現在の日本社会は﹁協同﹂

た組織であり︑他者に強要さ

法に基づいた社会に認知され

ています︒消費生活協同組合

業の運営と社会運動をすすめ

護従事者︶ が協力しあい︑事

域の人々と専門家 ︵医療や介

に︑支部や班をつくって︑地

齢期の問題などの解決のため

らす人々が︑医療・健康・高

医療福祉生協は︑地域に暮

いく努力か大切になってきて

対策を提案しながら改善して

具体例を取り上げ︑一つ一つ

増大してきています︒身近な

村の社会福祉へのかかわりは

社会保障の分野では︑市町

く︑地域で大切な役割を果た

して︑つながり助けあってい

話を聞いて︑健康づくりを通

かった︒けれど︑篠崎さんの

ことくらいしか答えられな

差額べ∵ツド代がいらないって

リットがあるの？と問われて

で医療生協に入って何のメ

講演後の討論では︑﹁今ま

医療福祉生協の
めざすもの

ではなく︑社会との繋がりが

れずに民主的に事業と運動を

しているとこうだとわかって

税かスタートしたのに︑社会

保障の財源確保を理由に消費

例が増えてきています︒社会

会に欠けている﹁ここう﹂が

が身についています︒現代社

に協同する＝助けあう﹂ こと

医療生協の組合員は﹁自然

入をすすめましよう︒

んやあ知り合いに医療生協へ加

さあ︑勇気を出してご近所さ

て要約︶

皆無に近い状況にあること︶

広げていくことができます︒

日本社会は今

が激増し︑孤独のうちに死ぬ

保障は後退の一途︒医療費も

豊かだと思うんです︒また﹁健

出されていました︒

よかった﹂という意見が多く

自己負担は増えるばかり︒消
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中平元理事長を偲んで
常務理事 田畑 安敏

︵二〇〇〇年十一月 ﹁いのち

耀け 和歌山生協病院二〇周
年記念誌﹂所収︶︒この文書は︑

医療生協の事業と運動の指針

とすべききわめて重要な文書

享年八九歳でした︒和歌山生

月九日に亡くなられました︒

長の中平喜祥さまが︑さる九

年前の一九七八年から理事を

した︒和歌山生協病院開設二

まで理事長の任を果たされま

一九九四年年から二〇〇二年

ご教示していただきました︒

ることが増え︑多くのことを

務理事会等で会議をご一緒す

となり︑中平副理事長とは常

私は一九九〇年に常務理事

で
す
︒

協病院の開設と今日の和歌山

されているので︑和歌山中央

能力の有無に関係なく人には

副理事長︑理事長代行を歴任︑

中央医療生協の発展へのご貢
医療生協の役職員として直接

和歌山中央医療生協元理事

献にあらためて感謝するとと

大変寛容な方でした︒しかし︑

は大変きびしく︑そして︑民

かかわられた期間は二四年に

中之島︑芦原の二つの診療

主的な運営のためにルールや

もに︑ご冥福をお祈りいたし

中平喜祥さまは︑一九八〇

所を維持するのも医師確保が

諸規定の整備に努めてこられ

理念や路線・方針をめぐって

年四月に国鉄を退職して医療

大変だった医療生協︑また自

ました︒国鉄時代を含め︑中

なります︒

生協に入職︑同年和歌山生協

己資本の蓄積がなく経営基盤

平さまを敬愛される方が数多

す︒その経緯と
教訓は︑﹁開院

たことと思いま

らぬ困難があっ

も活躍できる文学的素養をお

掲載され︑歌人・詩人として

動に参加し︑その機関紙には

持法国家賠償要求同盟︶ の活

島平和記念公園で記念式典に参加。現地で黙とうした時間は
亡くなられた万の思いが地面から伝わってきた様に思いまし
た。
私は看護師です。患者さんの痛みや苦痛を実際体験するこ
とはできないけれど、より患者さんの気持ちに近づこうと努
力できます。戦争体験のない私lこも、今回大会に参加した事
で被爆者の万の思いに近づき、平和への願いを一つにし行動
することが出来るのだと思いました。最後に、カンパ活動に
ご協力いただいた皆様、有難うございました。

の夏、8月6日に投下された原爆は広島の街を壊滅させまし
た。多くの人が亡くなり、助かった人もその後の人生は、原
爆の影響との闘いであったことを被爆体験学習でリアルに聞
かせて頂き胸がつまる思いでした。小学生の頃、「はだしの
ゲン」の映画を見た時に感じた思い、「生き残った人の苦しみ」
はあの夏の白から消えることなく続いていて、闘いながら生
活している事。被爆体験を話して下さった万が大学進学でき
ず、学ぶ事が出来なかった思いを60歳になってから受験に
挑戦された事、その後も相談員として活動されている事を聞
いて、強い思いがあったのだと感じました。戦争と原爆が生
活や教育まで奪うひどいものだとつくづく感じました。本当
にこれからもお体を大切に活動されることを願いました。

ま
す
︒

病院開設により病院事務長に

が脆弱であった医療生協が︑

くおられるのがうなづけま

就任されて以来︑専務理事︑

一〇八床の病院

の開設を成功さ

前後の困難をの

持ちでした︒生前の中平さま

晩年は︑国賠同盟 ︵治安維

りこえて﹂ と題

の活動にまだまだ多くのこと

︒
す

して当時の中平

を学び︑今後にも活かしてい

せるには並々な

理事長がまとめ

かねばと思います︒
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毎号のように投稿した短歌が

られています

病院に入職し26年目にして初めて原水爆禁止世界大会に
参加しました。
一日巨は世界大会開会式と被爆体験学習に参加。67年前

放射線の影響が
わかっているの
に、原発再稼動
なんてありえな
いと怒りでいっ
ぱいになりまし
生協病院から6名が参加しました
た。
二日目は動く分科会、岩国基地調査に参加。。三日目は広

看護師 平野喜代美（和歌山生協病院）

れだけ核兵器・

原水爆禁止
世界大会に参加して

責重な話を聞
かせて頂き、こ

2012年
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苦しみを受け止め︑子どもが
何か行動をあこしたら︑子ど

もを応援してあげることなの

識付けに役立っています。

です︒問題を乗り越えるのは

向かっての微笑が、とても意

員揃って行うことができないので、組織部のラジオ体操に参加し

宮

育ては終わります︒末っ子

者がなく、全員現状維持です。ラジオ体操コースは、なかなか全

子ども自身であるということ

学校にいくことができない﹂

はいつまでも子ども扱いしが

うにしています。毎日の鏡に

を保護者の万に得心してもら

置いた視点でみつめることで

など︑悩みの中身はさまざま

ちです︒早く﹁子離れ﹂をし

性格の者が揃ったのか（？）、猛省し真剣にダイエットに取り組む

うようにしています︒

です︒﹁子離れ﹂が進んだか

外来診療では思春期の子育

解決の糸口か見えてきたりす

つれて︑クラブ活動や塾など

です︒でも︑私が保護者の万

て︑一人前の大人として接す

たのかも？Uとひそかにショッ

実は︑この中身は﹁子離

すが︑少し寂しい気持ちにも

らと言って︑子どもが抱えて

れ﹂ の極意に通じるものなの
なります︒子どもたちは勝手

いる悩みがなくなるわけでは

．
︑
●
●

に親離れするのですが︑親は

ないです︒保護者の万が子ど

最近︑休日の過ごし方が変

子どもたちが小さいとき
なかなか子離れできないもの

わってきました︒

には︑休日のたびに公園など

ボール遊びをしたり︑遊具で

てにかかわる相談もよく受け

るのです︒

もの問題に対して一歩距離を

遊んだりしました︒家族7人

ます︒﹁友人関係や職場の人

で休日に家族全員が揃うこと

に伝える中身は︑ほとんど同

ることができるように努力し

は医療生協本部事務局健くら担当松葉まで。TELO73−474−5121

微笑んでみると、思っていた以上に意識して口角を上げないと、

だと実感しています︒

で出かけるのは大変だったの

間関係が上手くいかない﹂﹁朝

が少なくなりました︒最近で

じです︒﹁親御さんができる

ていきたいと思います︒私の

です︒もうそうそう私の子

は︑長女︑次女︑三女が就職

ことをしましよう︒﹂﹁子ども

連載はこれが最後です︒あり

ィ．h

さて、おまけで登録したような『にっこり微笑みコース』が、

は、インタビューにお伺いします。この件に関するお問い合わせ

私には一番必要なコースだったのかもしれません。鏡にむかって

によく出かけていきました︒

ですか︑とても楽しかったこ

がなかなか起きられずに︑

私の末っ子は中学3年生

とを思い出します︒

や進学のため自宅を離れ︑一

の問題は︑子どもにまかせま

子どもたちが大きくなるに

人暮らしをしています︒休日

／八．ト仁
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がとうございました︒

′八．ト

しょう︒﹂ です︒この2点を

イLh

は夫婦二人だけで過ごすこと

′∧′h

実行することが非常に大切で

ィrh

も多くなりました︒子どもた

イLh

あると説明しています︒保護

′∧．．h

ちが成長し︑自立してい＜こ

イ﹂■

者ができることは︑子どもの
イ一．h

に身体も柔軟になっているようで、肩凝りも軽減し嬉しい効果を

私のヘルスアップチャレンジ体験記募集します！200字から
300字まで。成功談だけでなく失敗談も歓迎です。ご希望の場合

実感しています。

チャレンジすれば、心も身体もヘルスアップされること請け合

ています。朝、涼しくなった風を感じながら、ラジオに合わせて

いです！

体操すると、清濁しい気分で仕事を始めることができます。徐々

クを受け、今は気をつけるよ

毎朝、職場に設置している体重計で、体重測定。結果を職場内
に張り出しているチャレンジ表で公表していますガ、打たれ強い

子知れ
親知れ

とは親としてもうれしいので
′ハト

ス』、『ニッコリ微笑みコース』の3つのコースに登録しています。

笑んで挨拶をしていたつもり
だったけど、実は仏頂面だっ

私達は医局事務3名、研修医2名の女性5名で「医局レディー
ス班」をつくり、『乗るだけダイエットコース』、『ラジオ体操コー

笑った表情にならないことに
気づきました。「自分では微
私は和歌山生協病院で事務をしている坂口美香です。

＼d
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伽へ必スア惣プ茅

ヘルスアップチャレンジは医療生協の職員も参加しています。職員のチャレンジを紹介！
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9月14日（士）

乗・中地区主催で

る内容でした。最後は、参加者全員に小畑医師・歯
科衛生士さんがつまようじブラツ三十ングを実践して
くれました。なかには歯茎が弱り血まみれになる万
もいましたが、それで
もプロかしてくれる歯
磨きはとても気持ちよ
く、皆さん爽快な気持
ちで健康講座を終える
ことかできました。

健康講座を開催

し組合員さん17

人か参加しまし

た。小畑歯科医院

の小畑先生と歯

科衛生士さんを講師に迎え、「歯の健康」について
学習しました。まず、食べることの大切さについて
実例を挙げながら、口腔ケアか健康につながること
がよくわかりました。また昨年の大震災後、被災地
にボランティア活動に入った体験も話され、あらた

第11回共同組織活動交流集会

和歌幽労

相人
9月2〜3日に全日本民医

連第日国共同組織活動交流集
会が岩手県花巻市で開催され
ました︒全国から1800人

を超える医療生協組合員等が

参加し︑日ごろの活動につい
て︑10分科会25会場で260

上満氏による﹁震災に生きる

加しました︒全体会では︑三

下副理事長をはじめ13人が参

しました︒和歌山からは︑木

域︑状況が多くあることが語

まれ︑遅々として進まない地

まい︑生業の再建の格差が生

シンポジウムがあり︑人︑住

民本位の復旧・復興を−・﹂ の

演題の発表があり︑学び交流

宮沢賢治の世界観﹂と題して

られました︒

交流会集会参加にあわせ

の記念講演︑﹁東日本大震災
といのち輝くまちづくり〜住

て︑宮城県松島の松島医療生

生・復興に取り組んできた話

をお聞きしました︒和歌山中

央医療生協と和歌山民医連か

ら︑復興の願いをこめ見舞金

を手渡しました︒

もう1か所︑半世紀前︑全

国に先駆けて乳幼児・老人医

療費無料化を実施した岩手県

の旧沢内村を訪ねました︒﹁人

間の尊厳・生命尊重こそ政治

の基本である﹂との信念のも

と︑﹁雪と貧乏と病気﹂ の三

悪追放の功績を﹁いのちの館﹂

深沢最雄資料館を見学し学び

ました︒現在の生命軽視の風

潮にさらされている現状を示

唆する訪問になりました︒

今回の交流集会の参加に対

して︑組合員さん等から募金

やバザー・物品販売にご協力

いただきましたことに熱くお

礼申し上げます︒

旧沢内村「いのちの館」深沢最雄資料館にて

協を訪ね︑震災当時の話や復

興状況について話していただ

きました︒松島医療生協の適
所介護施設が津波に襲われ︑

職員3名︑12人の利用者さん

が犠牲になられたことや松島

の海岸診療所も1階部分が津

波で浸水し︑医療機器が使え

なくなる中︑組合員さんや職

員︑全国から支援の中で︑再

5

めて現地の大変さを感じました。特に歯や口腔ケア
が十分にできず、避難所生活のなかで肺炎になって
亡くなる万が多いということに驚き、和歌山でも近
い将来予想される地震への教訓にしなければと思え

松島医療生協へ見舞金を手渡しました

◎暫昏厨⑤＠◎台◎野趣8秒

リです︒自分では若いつもり

でも介護保険料も払わなくて

はいけないし年金も少ないの

工イ子

でこれからが大変です︒節約

生活です︒

山田

最近は夕涼みがてらに太刀

和歌山市

魚釣りにこっています︒今年

生協芦原診療所五十周年お

多彩な企画の様子︒私も参加

は暑さのせいか︑あまり釣れ

祝い申し上げます︒12／18は

します︒
〝和歌山へ寅さん来る〟一大

和歌山市 責志 英司

刈取り急ぐ

里の秋

紀の川而 T・〇

ません︒今後に期待していま

︒
す

俳句

稲穂たれ

一一．一1nur

日日櫛

野田政治

町壊しゆく

誰がため 命をかける

店倒し

旋風を巻き起こしましょう︒

カタログで 買うオスプレー

秋ざわわ

秋の蚊や ハワイで飛べぬ

オスプレー

和歌山市 池田 勝三郎

週4回デイケアに通ってい

ますが︑私よりかなり年上の

万がいますガ皆さんとても元

気です︒私も負けずに日々楽

しく健康に過ごしたいと思う

ばかりです︒

和歌山川柳大会を
開催します

自作川柳を日月・l㌧2月

中に医療生協本部事務局

︵健康とくらし編集委員会

消費税

に同じ︶ までハガキでお

和歌山市 山下 修作

のぞき見る

孫電話 そっと財布を

健くらパズルに挑戦しまし

寄せください︒優秀作品

には病院・診療所待合室

に掲示し︑粗品を進呈し

ま
す
︒

松 寿司

お寵び

前回9月号のパズル帖160の︽ヨ

お詫び申し上げます︒

コのキー︾19か抜けてあり︑お便りや
お電話でご指摘いただきました︒また
9月号﹁読者の広場﹂ でも︑お名前と
ご住所に間違いがありました︒謹んで

た︒世界地図や日本地図を見

なから︑全部のマスが埋まっ

た時︑うれしかったです︒

和歌山市 松村 眞佐子

いよいよ私も老人の仲間入

長寿ぽんぎい訟鮫㌢募集！
和歌山県下のご長寿の組合員さんをお訪ねして、おいた
ちや戦前戦後、ご苦労されたお話などをお聞きして掲載し
ています。
来春号はご夫婦合わせて160歳以上のおふたりをご紹介
したいと思います。下記に該当される方はハガキでご応募
ください。

・医療生協の組合員であること
・ご天頂ともお元気ですごされていること

した手発掘J
〜組合員さんと一緒にすすめる医師養成〜
大好評！ランチタイムミーティング！！
9月25日からランチタイムミーティングが再開しました。

毎回各地区・支部の組合員のみなさまにご協力いただきあ
りがとうございます。この秋からのランチタイムミーティ
ングも、各地区の組合員のみなさまのご協力により、12
月18日まで毎週火曜日に開催する予定となりました。ラ
ンチタイムミーティング前日に会った学生は「楽しみにし
ていました。明日必ず来ます！」と楽しみにまっていたこ
とを話してくれました。
また、ランチタイムミーティングにきたある学生からは
「バランスの良い余事で本当に助かります」「いつもおい
しい食事ありがとうございます。いろいろな人と話す時間
があまりなかったので、食事の時に皆でしゃべりながら食

転」静弥句たま蛋
＼ ．＿、、

べるとすごく楽しいで

す。これからもよろし
くお願いします」「負
担にならない程度でこ
れからもよろしくお願
いします」といった感
想がだされ、組合員の
みなさまとの交流や食事を楽し
んでくれていました。

組合員のみなさま
医学生センターにお越しください
1時間という短い交流時間ではありますが、医学生と一

緒に話しながら楽しいランチタイムを過ごしましょう。

お問い合わせやご紹介は、和歌山民医連・医学生担当（TEL441−5090）まで、気軽にお声をかけてください。
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医魔巨協／lイキング
●第324団年末恒例バスハイク

大日越えと川湯温泉仙人風呂3．4km直垂画

一度は入ってみたかった仙人風呂に行きます。混浴露天風呂ですガ水着の上

にTシャツを着てカモフラージュ出来ます。入浴のみですので、体を洗うのは
別の温泉を用意します。大日越えは熊野本宮大社から湯ノ峰温泉までの、標高
差250m程の丘越えです。湯ノ峠温泉では温泉卵を作って遊ぶ予定です。大日
越えハイキングをパスしてバス移動可能です。
実施日：平成24年12月9日（日）
山レベル：体力4、技術4
集合場所：南海和歌山両駅市民会館前 6時30分集合、6時40分出発15時以降
800円

JR和歌山駅東口セブンイレブン前6時40分集合、7時出発
参加費：4，000円（バス代、会費、入浴料、写真代込み）
参加申込：TEL O73−473−0668

安田まで

※申し込み後のキャンセルは特別な事情の場合以外は受付け致しません宜しく
お願いします。

●第325回新春恒例豚汁・ぜんざいハイク午前中10km
JR粉河駅から豚汁会場の岩出市大宮神社までの大和街道を歩きます。午後
は有志のみで和歌山城を目指して歩きます。途中、JRで帰る事か出来ます。平
地のみのウオーキングです。運動靴で参加ください。
実施日：平成25年1月20日（巳）
山レベル：体力4、技術4（午前中のレベル）
集合場所：JR和歌山駅和歌山線ホーム7時30分、7時41分党王子行き普通電
車乗車
8時21分粉河駅下車（400円）

参加費：300円（会費、写真代込み）

更冨I
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意見︑身の回りのできごと︑短
文芸などを書いてお寄せくださ
い︒掲載させていただいた方に
は︑編集委員会より記念品をお
送りします︒ご意見等掲載に際
し匿名を希望される方はその旨
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お家で本店

ティラミス

た鱒

【作ニ】■■1‥ ■ウ・Vキュケ忘

【材料】4人分
スポンジケーキ

① スポンジケーキを1cmくらいの厚さにスライスし、型の大きさにカットする（四角の型で
角にすき問ができる場合は小さく切って角に詰める）

（18cmの市販品）…1個

② 卵黄に砂糖40gを入れハンドミキサー（又は泡だて器）で白くなるまで混ぜる

卵黄………………2個分

③ ②にマスカルポーネチーズを入れてハンドミキサーで混ぜる

卵白…‥＝………‥2個分

④ 生クリームをハンドミキサーでしっかり泡立て、③に入れてヘラで混ぜ合わせる

砂糖……………409×2

⑤ メレンゲを作る
＜ハンドミキサーの場合＞卵白に砂糖40g入れて角が立つ位まで泡立てる
＜泡だて器の場合＞卵白を泡だて器で6分目くらい泡立て、砂糖40gを入れて角が立つ位まで
泡立てる

生クリーム……80g（1009は漂える分）

マスカルポーネチーズ…1209
コーヒー…………………200cc

⑥ ④に⑤のメレンゲを入れてへラで混ぜる

粉ココア、15cmX15cm程度の型

⑦ 型にスライスしたスポンジを1枚敷き詰めてコ
ーヒー（1／2量）をかけ、その上に⑥のクリー

（丸でも四角でもOKです）

ム1／2量を入れる

⑧ ⑦をもう1回繰り返して二段にし、冷蔵庫で1
時間位相かす

※エネルギー1840kcal

⑨ 冷えたら、お皿に盛り付け、上に粉ココアを茶
こしでふりかける。（砂糖を入れずにやわらかめ
に泡立てた）生クリームを添えてできあがり

（1人分＝460kca】）

写真は2人分

lさきさて蔓等芋

和歌山生協病院附属診療所

生協こども診療所

受付 午前8：00〜11：30 夜診4：30〜7：00 診療軸時間 午前9．00〜夜診5：00〜

午

前

内

科

新患

外科

内科 特診

受付 午前8■30〜12 00夜喜細00〜7：00 受付

河西診療所

午前8■30〜12．00

午前8：30〜12：00

夜診4：30〜7：00

夜診5：00〜7：00

更ド

午前8：30〜12：00
夜診4●30〜7：00

夜診

内科
午前診

午後診

夜診

予約診

月

診療 岡本

火

小西

水

小西 岡本

木

小西 児玉

金

午後

生協芦原診療所

小西

診療

三谷晃

田端

松岡

交代診療 （檜庸偲

児玉 交慢廼 喘息

畑

本日

上垣内

三谷晃 糖尿病

内田

畑

三谷晃

田端

土生

内田 小西

坂口

畑

三谷尚

診療

村井

上垣内

本田

／

佐藤

佐藤 特診（佐藤） 予防接種

木津 特診休津） 予防接種 佐藤
三谷尚 本田

心臓 土生

B端

／

木津 赤ち軌外来 予防接種

畑

佐藤 予防接種 木津 特診（佐藤）
診療
交代診療 土曜日のみ 予防接種 いず粕午後

土

交代診療

／

火水金1：30

／
鮒ま冊ほで

木 3：30

月水金7：30

〒640−8390和歌山市有本138−14
本部事務局TEL．073−474−5123

※パズルの答え︑ご意見・ご連

各事業所窓口もしくは下記まで

絡は左記まで︒
︵
宛
先
︶

◆お問い合わせ曝◆

〒640−8390

看護師募集

和歌山市有本一三八−一四
和歌山中央医療生協
﹁健康と＜らし﹂編集委員会

編集後記

山田洋次監督が来られる日
が近づいてきました︒最初医

療生協のために和歌山に来て
くれることが信じられなくて
﹁もしや新手の詐欺では？﹂
と本気で思ったほど︒めった
に講演などしないという方
が︑私たちの思いに共鳴して

くれて損得抜きで一地方都市
に足を運んでくださるという
ことが本当に嬉しいです︒会
場を黄色いハンカチで埋め尽

︵亜︶

くして山田監督をお迎えした

いです︒

和歌山中央医療生活協同組合
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