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

からだ館の予定

9～15時

午前

10～12時

10～12時

午後

13～17時

13～14時
開館時間

★からだ館 開館･相談時間

☆ワンコイン健康料理教室

☆その他・
勉強会も開催準備中です
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（年四回開催）
こちらは決まり次第、随時からだ館
ホームページ等でお知らせを致します。
従来の「からだにやさしい料理教室」を
リニューアル。学んで、知って、おいしい工
夫を毎回テーマを決めて年四回に渡り、 ☆禁煙サポート、今年も継続中です
昨年から引き続き、からだ館では禁
開催します。
毎回、テーマに沿って勉強会をした後に、 煙を広める活動を行います。
昨年 月に公表された国民栄養調査を
それに合わせての料理教室を行います。
見ると、庄内地区の喫煙率は、 ～
病中病後で一番の心配でもある食事面
代の男性、 ～ 代の女性が国や県よ
をからだ館流にサポートしていきます。
り高く、特に ～ 代女性が非常に高
☆参加費は、一回五〇〇円
いという報告がされています。
第一回 貧血を予防しよう。
がんのみならず、呼吸器の病気や子
四月二七日に開催いたします。 供・胎児への影響、歯周病など多くの病
第二回 胃腸を切った人の食事の工夫
気の原因に挙げられているタバコ。
（六月開催）
教育も進み、害があるがこと分かって
第三回 飲み込みが困難な人の食事
いてもなかなかやめられないタバコ。
（九月開催）
このようなことを踏まえ、
第四回 糖尿病の人向けの食事
一人でも多くの方の禁煙の
（十一月開催） 手助けと情報発信を続けて
いきます！
（海藤道子 佐藤聡）
を予定しています。

たくさんの皆さんとの出会いの場、見
学会や出前講座も随時受付けています。
希望日の一カ月前にはご予約をお願い
しますが、まずは問合せください。

☆見学会・
出前（
出張）
講座

毎年、たくさんの小学生が参加してく
れる夏休み自由研究おうえん隊。
皆さんが楽しく学べる企画を考え、今年
も開催を予定しています。
詳細は決まり次第、広報紙や
学校を通してお知らせします。

☆夏休み自由研究おうえん隊

詳細は随時からだ館ホームページ
等でお知らせします。
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山形喫煙問題研究会が募集した
第一回「禁煙は愛」作品コンクー
ルに、からだ館スタッフも応募。川
柳部門で優秀賞を頂きました。
作品はこちら！
【デザートに おいしい空気を
ありがとう】
禁煙にちなんだ絵や作文、川柳
が、全国から寄せられユーモアあ
ふれるものから、ほほえましいも
の、ドキッとする内容のものまで
ありました。
作品集が、からだ
館に置いてあります。

優秀賞いただきました
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新年度も地域の皆さんと共に
長かった冬もようやく峠を越しま
した。
四月、新年度がスタート。からだ館
も五年目に入ります。
からだ館の利用はもちろん、今年
度もまた様々の場面で皆さんとお
会いしたいと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。

☆患者さんの心のサロン
「
にこにこ倶楽部」

9～17:30

にこにこ倶楽部は、今年度も変わ
りなく、毎月第一金曜日に、鶴岡市
「女性センター一階の研修室」で開
催致します。
がん治療中の方、その御家族の方
など、予約なしで参加可能です。
仕事をお持ちで、治療中の方の参
加もお待ちしております。

土

相談
時間

月～金

2012年度 からだ館スタートです！
４/６ にこにこ倶楽部(女性センター)
４/２７ ワンコイン健康料理教室（にこふる）
５/１１ にこにこ倶楽部（女性センター）
G.W.のため第二金曜日となります
★見学会･出前講座のお申し込みを、随時
受け付けています。
（電話 ０２３５-２９-０８０６）

〒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１９号（ ２０１２年３月２９日号 ）

手術のことから
大腸がんの情報
満載です。
今知りたい最新
治療に注目です。

あたらしい本が入りました

闘病記として見ても、
小説として見ても読
みごたえのある作品。

医療者向けの患者
に分かりやすく、正
確な情報を伝える術
が載った本。患者と
して読んでも勉強に
なります。

ロックバンドSOPHIA
（ソフィア）のキーボー
ド奏者 都啓一さんの
生き抜いていくという
メッセージが強く届い
てきます。
父の「死」を題材に
した「エンディング
ノート」から生まれ
たもう一つの物語。

～編集後記～

春は足音とともに！
今年は例年になく雪の多い年になり草
木の開花も時期がずれて、梅の花と桜
の花が月日を置かずに咲きそうな感じで
すね。山々の木々も足元の雪を解かし
ながら蕾を膨らましていることでしょうし、
土手などでは土筆が土を分ながら首を
もたげてきました。自然のいとなみの力
強さを春は感じますね。耳を澄ませば
「春の足音」・・・みなさんにも聞こえます
よね！
（加藤 正志）

日本のがん医療の
最高峰に立ち続ける
著者垣添忠生氏の体
験談が裸々に描かれ
ています。
妻を思う気持ちが心
に染みます。

がんになったらどのくら
いお金がかかるの？
自身の経験を通して分
かりやすく解説して
くれていてお勧めです。

医学書、がん専門書のほかに、今回座談会で来
鶴した映画監督砂田麻美が書き上げた著書やが
んとお金の話、闘病記などからだ館書籍に、新し
く 冊の本が入りました。
大腸がん、前立腺がんの最新情報、闘病記では
生き抜く力を与えてくれる作品もあります。あ
なたに今必要な情報があるかもしれません。ぜ
ひ足を運んでご覧になってみて下さい（齊藤貴子）

左から石橋内科胃腸科医院石橋学先生 スパイバー取締役菅原
潤一さん 砂田麻美監督 研究所冨田勝所長 からだ館武林亨

からだ館
主催

映画エンディングノート
監督砂田麻美 座談会

登壇のみなさんありがとうございました

末期がんと宣告された父と家族の姿を描いたドキュメタ
リー映画「エンディングノート」監督の砂田麻美さんを迎え
た座談会が、
三月十七日、
メタ ボ ロームキャンパスで開かれ
ました。砂田監督は慶應義塾大学総合政策学部卒、
ちょう
ど文化庁芸術選奨文部科学新人賞を受賞したばかりの気
鋭の映画監督とあって、
約百五十名の市民や学生が参加、
ホールは熱気に溢れました。

幼少時から家にあった機器で家族を撮っていたという砂
田さん。「毎日最後の日だと思いながら濃密な日々を過ご
し」ながら撮りため ていた映像を、
お父様が亡くなられた
あとに編集したのがこの作品です。
監督としての作品への思いと、
娘と
しての父への想いを語る砂田さん。
冨田所長は映画を観て自分の人生
の終わり方を考えるようになった
と感想を述べ、
石橋先生は鶴岡地
域の在宅医療の現状について、ご
自分の経験を踏まえて会場に語り
かけました。起業家である菅原さん
とは、
好きなことをとことん突き詰
め る楽しみを語り合うなど、
冨田所
長も交えた教育談義へと話題は
拡がっていきました。

からだ館の感想
父ががんと分かり
すぐ書店にいったので
すがどの本を選べばよ
いか、何から調べたらよ
いか、全くわからなかっ
たです。
あの時からだ館が身近
にあればよかった、利用
したかった、と来館し思
いました。
鶴岡について
冨田所長より鶴岡は
素晴らしい環境なので
ぜひ引っ越してくるよ
う熱くすすめられまし
た。 （*^_^*）

今回の座談会には様々な世代の
方の参加がありました。皆さん
それぞれの立場で、
人生をよく生
きる意味について考えるきっかけになったのでは
ないでしょうか。
齊(藤彩）

砂田麻美監督から
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にこにこ倶楽部
３月２日のにこにこ倶楽部には１５名の方が集まりました。
こちら↓参加者のお一人が皆さんのためにと近所の神社からいた
だてきた「おごふ」です。(全国的には何ていうんだろう？)
皆が健康で無事に過ごせますように、という心遣い
が嬉しかったです。
２月から にこにこ倶楽部の飲み物はセルフサービスでお楽しみ
いただいています。
自分の飲みたい物を気兼ねなく飲んでいた
だけるように準備しています。参加者の方
からは「いろいろあって楽しい。」との声が。
緑茶に紅茶、コーヒー
「次は何を飲もうかな～」と会話も弾んでい
やフレーバーティの中
ました。
（日下部ゆき） からお好きな物をどうぞ。
～開催日のお知らせ～
4月は第一金曜の6日ですが、5月はGWのため第二金曜の11日の
開催です。会場は鶴岡市女性センター1階研修室です。

