からだ館通信
１１月１２月の予定

上記理由のためスタッフ不在

上記の理由によりスタッフ不在

臨時休館（慶應義塾大学休業日のため）

★からだ館スタッフ対応時間について

からだ館スタッフ対応時間は

平日の午前9時から午後17時まで

「松田所長の話がわかりやすく
てよかった。また料理もとても
おいしかった」
「日ごろいかに塩分を多く取っ
ているか考えさせられた」
「（体操については）仲間が
いるので頑張れた」
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1/17
にこにこ倶楽部（第三金曜日の開催です）
土曜日はからだ館スタッフは不在となっています。
致道ライブラリーは開館しておりますので
ぜひご利用ください。
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となっております。
尚、12時から13時はお昼休みのため、
スタッフ不在となります。ご了承ください。

また今回はサポーターとし
て 名の皆さんから運営を
手伝っていただきました。
今後も市民の皆さんと一緒
に楽しく学びの多いからだ館
勉強会を企画していきたいと
思います。 月には減塩を
テーマに行います。

日本ヘルスサポート学会
第６回学会賞 実践活動部門賞 )
(
受賞

からだ館は平成 年度日本ヘルスサポート学
会第６回学会賞 実(践活動部門賞 を)受賞しま
した。
★からだ館リーダー秋山美紀のコメント
２００７年秋にオープンして丸 年、安心して
暮らせる地域づくりを目指し、がん情報の提
供を中心に、市民に開かれた学びの場を提供
してきたことが、先進的な取り組みとして評価
されました。これからも、地域の医療者や行政
等の関係諸機関と連携しながら、慶應義塾大
学の地域プロジェクトとして、地域の皆さんが生
き生きと活躍できる場づくりを継続して参り
ます。
★先端生命科学研究所・
冨田勝所長のコメント
医学研究は最終的には人のためにあるのです
から、最先端科学技術を駆使した研究所にお
いても、患者目線及び市民目線を忘れないこと
は大切なことだと考えています。そんな理念に
基づいて 年前から行ってきた「からだ館」の
様々な活動が、高く評価されたことはとても
うれしいです。 行政をはじめ、地域の銀行、
企業とも連携協力し、市民の場としてさらに
発展させていきたいです。
また今後は、東北公
益文科大学との連携
も模索したいと考えて
います。
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これを励みにスタッフ、
一層がんばりたいと
思います！

10月30日（水）表彰式が行われました。
左から齊藤彩、日下部ゆき、秋山美紀
日本ヘルスサポート学会田中滋理事長
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参加者からの声
4

「筋トレのやり方がわかった」
「からだ館を知ることができ
てよかった」

12/28～1/5 年末年始の為休館
1/6 ～ 通常通り開館

1/10

「（グループディスカッションで
は）他人の考えが聞けて良
かった」
「人と知り合うきっかけになっ
た」

11/29 ワンコイン健康教室
（致道ライブラリー内メディアスタジオ）
講義編 庄内の食と高血圧
12/6 にこにこ倶楽部
12/13 ワンコイン健康教室(にこふる）料理編

【
料理編】 月 日 金( 鶴
【
実技 体(操）
編】 ９月５日 木( 東
)
) 北公益文
科大学大学院ホールにて講師 伊藤祐輔氏（パ 岡市総合保健福祉センター
ワーゲート代表）
をお迎えし、参加者 名楽 『にこふる』にて。講師に山形
しく学びました。 講義、実技後は、「ふりか 県庄内保健所所長松田徹先
えりクイズ」
をして勉強内容を確認。その後班 生。調理講師に管理栄養士の
ごとに分かれてグループディスカッション。参加 小林恵美先生をお迎えして開
者は自己紹介、参加動機や今回の内容につい 催しました。
松田先生の親しみやすいお人
て良かったこと、継続できそうな体
柄、わかりやすい講義内容は
操について意見を出し合いました。
からだ館勉強会でも大人気で
す。小林恵美先生からは食後
高血糖を予防する食事のポイ
ントを教えていただきました
講義・調理・試食の後は、前の
週からの課題 体操についてと、
料理編の内容について班ごと
話し合いさまざまな意見が出
されました。

11/22～11/23 ORF(東京)出展参加

11/22

参加者のアンケートから
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ワンコイン健康教室
「糖尿病を予防しきれいと元気を手に入れよう」開催報告

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

〒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２７ 号（ ２０１３ 年１１月20日号 ）

からだ館が主催する患者や家族のためのサロン。
同じような経験を持つ者同士、思いや情報を分か
ち合える場です。
月 日第 回目のにこに この日は特別版で
こ倶楽部は、初めての出張開 お昼ご飯を一緒
催となりました。会場は今年 にたべました。由
の春に竣工したばかりの由良 良での開催を企
コミュニティーセンター。当日
画・
実行してくだ
は澄み切った青空が広がった
さったＯさんの秋の味覚たっ
良い天気。 名の参加者が集 ぷりの手料理を皆でおいし
まりました。
く
い
ただきました。
参加者の皆さん思い思いに由
【
今
後の開催予定】
良海岸や白山島一周の散策を
月 日
したり、参加者の
月は第三金曜日の 日
入れた美味しい
会場は鶴岡タウンキャンパス
コーヒーを味わった 内、３階セミナー室。
り。
午前 時から午前 時
いつものにこにこ倶 分。会費３００円。予約の必
楽部は 時 分ま 要はありません。初めて方
でですが、
もお気軽に参加ください。
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《 代女性 Ｃさんの場合 パート２》
60

２００７年体調の不調を感じながらも、
ギ リギ リの状態まで受診をし
なかったＣさん。受診・
検査入院の結果「大腸がん」の宣告を受けた。

リレー闘病記
前
号
ま
で
の
あ
ら
す
じ

からだ館見学会では、地域の皆さんの意見や思い
をお聞きする機会を設けています。
先日は、病院勤務の研修医と看護学科の学生が見
学会に来てくれました。からだ館の業務の一つ「相
談 情報探しのお手伝い」に次のような感想や意見
を頂きました。

40

学生Ｍさん「私たちは治療の勉強はして
いるが、告知で自分の病名も分からな
くなる人がいることにびっくりしまし
た。」
学生Ｔさん「からだ館のようなサロンが
県内にもっとあったらよいと思う。」
研修医Ｍさん「確かに医師とコミュニケート取れない
人も多い。テンプレートで５項目ぐらいの確認用リス
トがあればよいと思う。」

青葉の鮮やかな５月から数えて、約2年半。
からだ館を卒業することになりました。
慣れないパソコン作業など、大変なこともあり
ましたが、みなさんの支えがあって勤めること
が出来ました。スタッフはじめ、にこにこ倶楽
部のみなさん、からだ館でのたくさんの出会い
は私の宝になりました。
人生の学びの場を頂きました。
本当にありがとうございました。
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からだ館も、皆さんのご意見を聞きとても勉強にな
りました。双方向の学びの場を目指しながら、頂い
たご意見を今後の活動につなげていきたいと思いま
す。

齋藤貴子さんからのことば

祝！
からだ館卒業

～編集後記～

「大腸がん」の告知を受けたのは、消化器科でしたが、告知の後 実際に手術す
る外科での診察の結果はかなり厳しいものでした。
キロも痩せたのに、腹部だけは膨らんだままでおかしいと思っていたのです
が、この時子宮が腫れていたのです。
そして最終的な手術の説明の時には、直腸・小腸・子宮、膀胱の左の神経を取
る大手術が告げられたのです。しかもストーマ（人口肛門）の手術も必要になる
かも知れないとの説明があったときは、呆然としました。
私は 代で生理不順で通院したことがあります。しかし検診でも問題はありま
せんでした。会社に勤めていた時は検診は受けていて、その頃もこれと言って指
摘されることもありませんでした。その後は、 歳の時に市の無料検診を受けて
から、発症するまでの５年間は何の検診も受けていませんでした。
今になって思えば検診を欠かさず受けていれば、もう少し早く発見できた
のかも後悔する気持ちもあります。
（次号へつづく）

昨年4月より始まりましたみらい健康調査の参
加者は、今月までで6000人を超えました。市民
の皆様ご協力ありがとうございます。その調査を
支える若い研究者にスポットを当てて紹介して
います。今回は、慶大医学部 管理栄養士の栗
原綾子さんに話を聞きました。
Q1. 鶴岡の印象は？
海も山も平野もあり、食べものもおいしく、四季の移ろいがい
つでも楽しめるめずらしい場所だと感じます。
Q2. 自身の健康法は何ですか?
野菜を意識して食べることと、なるべく歩くこと。
野菜はお世話になっている福田の農家さんから定期的に購
入し、おいしくいただいています。調査参加の方からレシピを
教えていただいたりしています。
Q３. 趣味（特技）は何ですか?
温泉めぐり。鶴岡に来てからいっそう、温泉のよさを感じたの
で。（学生のころと温泉の良さの感じ方が異なるのでびっくり）
Q４. みらい健康調査から1年。市民の方に伝えたい一言。
調査に快くご協力くださる方が多く、思った以上に市民の皆
さま一人ひとりの意識の高さを感じています。
また、研究所や東京からの学生も調査に出ることがありますが、
皆様にお声掛けいただけることで研究貢献の意識も高まって
おります。今年から一部の方へは食事調査にご協力いただい
ており、研究で恩返しができるよう、より一層勉強していきたい
です。

お互いの学びの場
からだ館見学会

鶴岡みらい健康調査
―支える若き人材たち―

・出 張 にこにこ倶楽部・
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