からだ館通信
４月５月の予定

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

主役は、みなさん！

～お知らせ～

9：00～17：00 9：00～15：00

開館時間

午前 10：00～12：00 10：00～12：00

午後 13：00～16：00 13：00～14：00

相談時間

★ ワンコイン健康料理教室 今年度のテーマ

第 回 ロコモを学び予防しよう！
★ワンコイン健康料理教室
月 日に酒田健生医療生協の皆さん
（ 月 日開催決定） がからだ館に研修会に来てくれました。
サポーター制度始めます
第 回 糖尿病の人向けの食事
医療生協の理事をされている方、事務の
学んで（
講義）！作って（
調理）！味わって
（ 月開催）
方含め総勢 名です。からだ館の紹介、ま
（
実食）！大好評ワンコインシリーズ。
第 回 おいしい減塩生活しませんか
た 月 日に行われた「からだ館 周年
今年度からはこのシリーズに新しく
（ 月開催）
勉強会」で発表された静岡がんセンターの
「
サポーター制」
を導
第 回 皆さんの企画を実現（ 月開催）
見学報告やスタッフそれぞれからだ館での
入し、皆さんと一緒
活動を通して学んだことについて説明させ
に当日の内容を
患者さんとの安らぎの場
て貰いました。
作っていきます。
★「にこにこ倶楽部」
参加の皆さんからは、先進的に取り組ん
例えば、参加申し込
み頂いた中で可能
日頃の思いをゆったりとした時間の中でお話し でいる住民のための医療、看取り、また助
な方から事前にスタ
ませんか？日時は毎月第一金曜日 時から
け合いの形などをお話頂きました。 地域
ッフと一緒に当日の
時半まで。がんの治療
コミニティをそれぞれの地域の特徴を生か
内容を勉強したり、
中の方、そのご家族の方
して活用し広げて行ければいいのではない
企画から参加してもらいます。皆さんの
など予約なしで参加で
か、など具体的なアドバイスも頂きました。
思いや意見を反映させたワンコイン健康
きます。お茶とお菓子を
これからも、双方向
料理教室を始めます。私たちからだ館
ご用意してお待ちしてい
で語り合える研修会
スタッフと一 緒 に楽 しく作 っていきませ
ます。 月から会場を
を開催し、地域のため
んか？詳しくはからだ館までお電話下
今までの女性センターから、からだ
に共に刺激し合える
さい。ご連絡お待ちしています！
館のある鶴岡タウンキャンパス３Ｆ
場を作って行ければと
に変えて開催しています。帰りがけ
思っています。見学会・
に書籍も借りることができます。
研修会をご希望の際
は、ぜひからだ館に
ご連絡下さい。

２０１３年度始動！からだ館活動予定
4/5 (金）にこにこ倶楽部
5/10（金）にこにこ倶楽部
5/10（金）サポーターミニ勉強会[ロコモを学ぼう]
5/31（金）ワンコイン健康料理教室
[ロコモを学び予防しよう]

仲間に感謝。
会えてよかった。

★夏休み自由研究おうえん隊
★その他、勉強会も開催準備中

貴重なアドバイスを
ありがとうございました
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からだ館では、いつでもみなさんをお待
ちしています。例えば、町内会サークル仲
間など、数人のグループから 名くらいま
でで、予約お問合せをいただければ、日程
調整をし、見学会を開催しております。
見学会開催は平日 時～ 時と 時～
時の間となっています。詳しくはからだ
館までお問合せ下さい。
電(話０２３５ ２-９ ０-８０６）
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毎年たくさんの小学生が参加して
くれる、大好評企画、夏休み自由
研究おうえん隊。今年もみんなが
楽しく学べるよう大学生のお兄さ
んおねえさんと現在構想中です。
詳細が決まり次第広報つるおか
や学校を通してお知らせします。
他の勉強会もからだ館ホームペー
ジやニューズレターでもお知らせし
ます。どうぞお見逃しなく。皆さ
ん楽しみにお待ちください！
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参加者から

10

参加すると心が
なごみます。
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第1・3土

月～金

〒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 ２４ 号（ ２０１３年 ４月1５ 日号 ）

からだ館の平日の開館時間が変更に、土曜日
の開館が第１と第3の2回となりました。

リレー闘病記

《 代男性Ｋさんの場合 パート５ 》

新・にこにこ倶楽部開催

「町の中心に建物があるので
行き来が便利になった」
「帰りに鶴岡公園を散歩す
る楽しみができた」
「本が借りられたり、からだ
館によって相談できる」

★参加者からの声★

今までは市内の公共施設で行っていた
にこにこ倶楽部。参加者のみなさんが
からだ館の書籍を借りたり、気軽に立
ち寄っていただるように、今年度最初の 月 日か
ら、からだ館のある建物の３Ｆで行いました。
スタッフがお茶とお菓子を準備してお待ちするス
タイルは、今まで同様。ぽかぽか陽気もあってか
名の方とスタッフの加藤さんが参加されました。
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～編集後記～
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桜咲く4月、入学式に入社式と旅立ちの季節。約三年
間お世話になったからだ館を、卒業することになりました。
慣れないパソコンに四苦八苦し、イベントの企画運営
や図書整理など初めてのことばかり。でもリーダーの秋山
さんはじめスタッフのみんな、そして仕事を通して多くの
方々とも出会えましたし、学ぶこともたくさんありました。
特にからだ館を知ってもらいたくて、天神祭で、スタッフ
の加藤さんと化け物姿でチラシを配ったことは、懐かしい
思い出です。
これからは、からだ館のサポーターとして
お手伝いしたいと思っています。本当にお
世話になりました。
（佐藤 聡）

先生方のお話によれば、何年も同じ分子標的薬を服用しているので「がんが薬に適応して
きたのでは」
と言うことでした。また膵臓や背中に転移した部分にも増殖がみられ、歩行も
困難になっていました。以前に放射線治療を行なっているので限られた回数しか背中の腫瘍
には適用できません。
背骨に転移し歩けなくなった私は、がんで歩行が困難になった患者に特殊な治療をする
ことで歩けるようになる治療をしている東京近郊の大学病院にセカンドオピニオンを希望
しました。先生に資料を作って頂き、次の日弟に向かって貰いましたが、必ず歩ける保証が
ないとのことで諦めることになりました。
入院中東日本大震災も経験しました。沢山の災いのなか人々の懸命な姿をテレビで観て
改めて「生きるチカラ」を感じました。自分も「あきらめてはいけない」と思いました。平成
年６月転院を繰り返しながら退院。自分の望む「歩いて退院」は叶いませんでしたが、
車いすからまた一歩が始まります。 つづく 次(回 「Ｋさんの場合」 最終回です）

前号までの
あらすじ

平成十七年にがんを発症し、
左腎臓を摘出。その後再び手術し右腎臓の一部も切
除した。以降抗がん剤治療を受けていた。その後平成 年に背骨に転移し緊急手
術を受ける。車椅子生活だったのが手術が成功し か月後には自分の足で立てる
ようになっていた。進行に伴い新しい分子標的薬「スーテント」の投与が始まる。
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日は、参加者の企画でお花見も予定しています。
にこにこ倶楽部の問い合わせはからだ館まで
※
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からだ館 周年記念

「
５周年記念勉強会「
庄内でいのち輝かせよう！」
を
３月２日に開催しました。 パネルディスカッション
～がんを通して生き方がみえてきた～では、パネリス
ト大島美恵子氏 酒井天美氏のお人柄のおかげで、
会場全体が暖かい雰囲気に包まれました。ユーモア
あふれるお話に約 名の参加者は、時に笑い、時に
大きくうなずき、メモをとりながら熱心に聞き入っ
ていました。「
最後まで自分らしく生きること」
「
自分
らしく生きるにはどうしたらいいのか」
について、お話
の中にたくさんのヒントを感じ取れ、大好評でした。

現在加療中のスタッフ加藤さんの
16
久しぶりの登場に盛り上がりました！
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からだ館開館５周年記念冊子 『
からだ館の
を刊行しました。開館の経
５年間 そして未来へ』
緯から、にこにこ倶楽部の参加者からの体験談、
縁のある方々から寄稿文もお寄せ頂きました。
また過去の勉強会の内容、からだ館通信のバック
ナンバーも掲載してあります。冊子はからだ館に
置いてあります。貸出はしていませんが、館内閲
覧は自由にできます。詳しくはスタッフまで。

パネリストの皆さん
素晴らしいお話をありがとうございました

平成２５年度は、市立荘内病院・斎藤胃腸クリニックで
人間ドック検診を受ける市国民健康保険(市国保)の加
入者を中心に、調査へのご協力をお願いする予定です。
なお、同病院・同クリニックで人間ドック検診を受ける
市国保以外の健康保険加入者も、事前申込みをすると、
調査に参加することができます。
また、２５年度に荘内地区健康管理センターで人間ドッ
ク検診を受ける市国保の加入者及び他の健康保険の
加入者も、事前申込みをすることによって調査に参加す
ることができます。
いずれも人間ドック受診予定の２週間前まで
鶴岡みらい健康調査事務局
☎０２３５－２６－７３６６へお申し込みください。
鶴岡みらい健康調査とは
鶴岡市民の健康を長期間調査し、鶴岡の慶應義塾大
学先端生命科学研究所の「メタボローム解析」技術を生
かして、慶應義塾大学医学部とともに病気の新しい予防
方法を開発します。鶴岡市民の病気の予防の鍵となる
新しい医学情報を明らかにし、地域の健康づくりに役立
つ新しい健康診断をつくることができると考えています。
「からだ館の５年間」がすべて
まとまった一冊になりました。
ぜひご覧ください。

鶴岡みらい健康調査
２年目

