からだ館通信
バックナンバーは、http://karadakan.jpでお読みいただけます

11月・１2月の行事

月 日（月）
吉村美栄子県知事
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「ようこそ、
からだ館へ」

当日は、からだ館スタッフ、先端
がからだ館に来館
し、「知事ほのぼの 生命科学研究所の冨田所長や鶴岡
トーク」が開催され、 キャンパス飯田事務長に加え、庄内
保健所の松田徹所長、さらに、日頃
情報の大切さや、
からだ館をご利用くださっている皆
人のつながりにつ
いて、懇談しました。 さんも同席し、和気あいあいと、楽
しい交流会になりました。
「からだ館の活動
大切な場所です！
スタッフが思いを込めて作った計
を、知事を通して
枚のパネルを使って、からだ館の 「知事、私はにこにこ倶楽部
山形県全土の方に
に参加してから、前向きにな
知って欲しい」とい 活動を説明しました。
り、外出するのが大好きに
からだ館が誇る千三百冊のがんに
うスタ ッフの思いか
なった。大切な場所なんで
ら、この場が実現し 関する書籍の中から、闘病記や子供 す。」「毎月、皆さんに会え
向け絵本、食事関連の本を実際に手 るのが楽しみなんです！」
ました。
にとって見て頂きました。特に闘病
にこにこ倶楽部の参加者の
記は患者さんにとっての支えであり、 「生の声」はどんな 言葉よ
貸出し数も一番多いこともお伝えし りも力強く響き、我々スタッ
ました。
フはその言葉にジーンと胸が
また、全国 あまりの患者会資料 熱くなりました。その一言、
をからだ館が所蔵することや、庄内 一言に、知事も笑顔で頷いて
いました。
唯一の乳がん患者会「すずらんの
会」もご紹介しました。

参加型の学びの場
健康な心とからだを

からだ館利用者の皆さん
も、思いを伝えました

下：パネルを使って活動紹介
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知事も「大切な
事ですね」と、
患者会の必要性
に理解を示され
ました。

学びの場・出会いの場づく
りの中心的な活動が「からだ
館勉強会」です。これまで
様々なテーマで開催してこら
れたのも、地元の多彩な講師
陣のおかげです。地域の宝物
です。
さらに山形で育った食材を
おいしく食し、心身ともに健
康でいていただきたいと「か
らだにやさしい料理教室」を
続けていることもお伝えしま
した。

先端研の富田所長も「庄内の
おいしい空気・水・食材が、良
い研究につながる」といつも
言っていますが、吉村知事も
「本当に山形の食は豊かですね。
私も、全国でつや姫の母と言っ
ていますよ」と笑顔で話してい
ました。
私たちも、食の豊かな山形に
日本一の健康県になってほしい
と願っています。

つながりを大切に

がんと向き合うためには、適
切な情報とサポート、そして地
域のつながりが大切であること
を、知事との懇談で確認しまし
た。
最後に吉村知事は、「今日は
思いがけず、利用者の方の声も
聞けて嬉しかったです。からだ
館を通じて地域、患者さん、医
療側がつながっていく事は素敵
ですね。山形県は皆、家族とい
う気持ちを大切に頑張っていき
ましょう」とご挨拶されました。

最後はからだ館にて記念撮影
皆さん、おつかれさまでした！
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11/8～12 YBCラジオ「朝だ 元気だ 6時半！」出演
11/22～23 SFCオープンリサーチフォーラム
「からだ館」出展（東京 六本木ヒルズ）
11/27 庄内プロジェクト市民講座(中央公民館)
樋口強先生(作家・社会人落語協会副会長）
12/３ にこにこ倶楽部 （女性センター）
12/11 からだにやさしい料理教室(女性センター）
今回は「つや姫をおいしく食べよう」です

★見学会・出前講座も随時受付けています
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右：知事にご紹介し
た小児がんの絵本

地域のつながりの大切さを確認
吉村山形県知事、からだ館に
お問い合わせは慶應義塾大学からだ館まで

〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町14-1
鶴岡タウンキャンパス 致道ライブラリー内
TEL 0235-29-0806 FAX 0235-29-0807
第12号（ 2010 年 11月 1 日号 ）

月 日、芋煮会発祥の地、中山町の女
性団体連絡協議会の 名が、からだ館の
見学会にいらっしゃいました。
内陸からも団体がお見えになるように
なるなど、からだ館のことが少しずつ県
内に広まっていることを知り、嬉しく思
いました。参加者の方からは、
「鶴岡の方は幸せです。いつでも利用で
きてうらやましい。」
「ときどき庄内に来るので友人・家族と
また寄りたい。」
「名前を見て難しいところだと思ってい
たけれど、日常生活に役立つ話ばかりで
参考になりました。」
と励みになる声が聞かれました。
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他にもこの秋、からだ館には各地から多くの皆さ
んが見学にいらっしゃいました。
月 日には、鶴岡市西郷地区の皆さん 名が、
月 日には、鶴岡市由良地区の皆さん 名がお越
しになりました。見学者の中にはがん患者さんもい
らっしゃったので、私たちの「にこにこ倶楽部」に
お声がけし、その後ご参加くださった方もいらっ
しゃいました。
月 日には、出羽商工会女性部の皆さん、笑っ
て免疫を上げたいと、落語家の樋口強さんの本を全
部借りて行った方もいました。
月 日には、山形県警察ＯＢの方 名がお見え
になりました。「地域のこのような取り組みを我々
も情報発信していかなくては 」
…と心強いお言葉を
いただきました。
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見学会は、
随時受け付
けています。
人数・
団体の希望に合
わせて対応します。
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からだ館見学後、建物を
バックに記念写真を撮る
中山町の皆さん
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「からだ館」がん情報ス
テーションが、鶴岡市の致道
ライブラリ を
―拠点に活動を
開始してから、この 月 日
で満三年を迎えます。
地域の皆さんががんについ
て学べる場、特に患者さんが
元気をもらえる場をつくりた
いと、各方面にご協力をいた
だきながら一歩一歩取り組ん
できました。
からだ館の書籍も、皆様の
リクエストで増えており、千
三百冊を越えました。最新の
ガイドラインや解説書はもち
ろん、患者さんの心の支えに
なる「闘病記」も百七十冊以
上になりました。

左のグラフはこれまでの貸し
出しの内訳です。闘病記は総貸
出し数の二割以上を占めており
特にニーズが高いほか、食事や
在宅医療に関する書籍、絵本を
借りて行かれる方も多く、今後
も充実を図っていく予定です。
他にも、がん関連の雑誌や日々
の新聞の切り抜きなど、最新の
情報を提供できる体制を整えて
います。
参加型の学びの場である「か
らだ館勉強会」も、開設から約
三年間で 回開催してきました。
今後も地域の医療機関や行政
とも連携し、さらに多くの学び
を支援するとともに、私達から
だ館スタッフも、皆様とともに
学びを深めていきたいと思って
います。

開設からの総貸出数1540冊
（2010年9月末現在）
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「からだにやさしい料理教室」開催します

おかげ様で料理教室も10回目を迎えます。
本当に参加者の皆さんのおかげです。ありがとうございます。
今回のテーマは「つや姫をおいしくたべよう！」
日時：12月11日(土） 10:30～14:00
場所：鶴岡市女性センター・調理室
参加費（材料費として）：¥1000
詳しくはからだ館にお問い合わせ下さい。先着20名です！

突 然 で す が 、 YBC ラ
ジオ「朝だ元気だ6時
半！」という番組に出
演させていただくこと
になりました。
「地域の中のがん情
報」というテーマで、
11月8 日～12日まで
の5日間、「庄内プロ
ジェクト」や「からだ
館」の取り組みについ
てお話します。
朝のひととき、ぜひ周
波数を合わせていただ
ければ嬉しいです。
（秋山美紀）
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編 集 後 記

見学会、中山町からも！
28

11

28

10月10日（日）に鶴岡市小真木原総合体育館で、「市
民健康のつどい」が開催されました。体力測定コーナー
や、楽しく学べる栄養コーナーなど、健康チェックなど工
夫をこらした楽しい体験型の
企画が盛りだくさんでした。
私たち「からだ館」のコーナーでは、
日頃の活動紹介に加えて、
お薦めの書籍を展示したり、
無料パンフレットを配布しました。
情報探しについて、スタッフに
からだ館の展示
相談する方もいらっしゃいました。

コーナー
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鶴岡市健康のつどい

