協同基金到達額

耳原総合病院助産師の大久保倫世さんと︑
友の会の専任である鞍田康子さんに︑看護師

って︑しかも去年から看護

て友の会専任という形にな

らいだったの︒ご縁があっ

のつどいと懇親会に行くぐ

活動もできず︑配達協力者

て︒友の会に入っていても

学金をもらっ てなかっ た

鞍田 看護学生の時は︑奨

たいなと︒

と思うんですよね︒ありが

いという期待があるからだ

一緒に頑張って働いてほし

てくれているのは︑ここで

５ 年︑ 民 医 連 歴 は ６ 年 で

になります︒職歴としては

科病棟に配属されて２年目

って︑助産師として産婦人

て︑助産師の学校に１年行

科病棟で ３年看護師をし

と言います︒経歴は︑小児

こんにちは︒大久保倫世

大久保倫世 ︵以下 大久保︶

大久保 恵まれてますよ︒

って恵まれていますよね︒

と知ったんですよね︒耳原

支援があるから挑戦できる

ら助産師や認定看護師にも

んです︒でも看護師しなが

の支援があると思っていた

新卒の看護師だけが奨学金

ということも知らなくて︑

てから助産師学校に行ける

き話していた看護師になっ

んなお話があってね︒さっ

鞍田

看護のつながりが持てるの

他の学校に友達ができたり

す︒いろいろ勉強したり︑

学生活動をしたかっ たで

に奨学生になっていたら奨

たんですよね︒２回生まで

は︑ほとんど出られなかっ

大久保 奨学生の集まりに

いですよね︒

鞍田 医師もそういう方多

をしたかったんです︒

あって︑私もそういうこと

に根差した活動﹂が理念に

生 ま れ た ん で す よ︒
﹁地域

かな︒子どもが小さい時に

なく保険料を払うと生活が

あるけど︑補償がほとんど

大久保さん
鞍田さん

の仕事や学生時代の話もふくめて︑自由に語
ってもらいました︒

地域とのつながりが喜び

があったので︑勉強に集中

師対策にも友の会から参加

の？

できました︒奨学金を出し

してほしいと依頼があっ

大久保 私は大学に行って

られ途中から２年間だけ受

を知らなくて︑母から教え

たんですが︑奨学金のこと

て︑私でいいのかなと思い
ました︒

奨学金で勉強に
集中できた

す︒まだぴよぴよです︒

私が行っ た助産師学校で

が魅力でしたが︑参加でき

けました︒私︑耳原病院で

鞍田康子 ︵以下 鞍田︶

は︑１学年 人で︑私のよ

喘息でしょっちゅう救急外

できないという人が２人︒

大久保

ってどんな感じなの？

鞍田 大学の場合は︑実習

と家のことも気にしてもら

って誰か家にいてはる？﹂

も︑年配の患者さんに﹁帰

からね︒救急外来に行って

に野菜の苗を

が庭の片すみ

昨年秋︑夫

ズナを少しず

ぎ︑大根︑ミ

ャベツ︑玉ね

きました︒キ

植え︑種を撒

４回生の前期までが実習期

えて︑そんな一言があるか

３回生の後期から

間になって︑あとは授業や

らね︒あったかいね︒

小児科病棟に勤務し

が恰好よくて︑その時に助

実習で出会った助産師さん

大久保 学生の時に母性の

ったの？

目にして初めて陣痛を感じ

されていた方でした︒３人

すが︑上２人が誘発で出産

出産する方を担当したんで

大久保 この前︑３人目を

みました◆生き物のちか

間引き菜のサラダを楽し

き種は小さい芽を出し︑

お産に関わって

研究がありました︒
鞍田

産師もいいなと思ったんで

破水もして︑初めてのこと

らのすごさを感じます︒

つ︒今まで庭の草取りも

すけど︑看護師にもなりた

をいっぱい経験することが

町を見渡せば︑冬の寒さ

てから助産師になろうと思

かったので︑まず看護師に

できたお産だったとお母さ

の中でも︑木々は新芽を

ありがたかったです︒

るのが初心者の私は非常に

いる人だったので︑訪問す

した︒活動をいっぱいして

度訪問行動でペアになりま

大久保 私もそうです︒一

ね︒

は訪問行動くらいやもん

鞍田 看護師さんと話すの

で働いているんだから︒

ほしいな︒せっかく民医連

鞍田 いろんな経験をして

ています︒

ね︒日々勉強させてもらっ

も大事なことなんですよ

ら︑１回１回の出産がとて

大久保

陣痛を感じたよ︒

鞍田 私も４人目で初めて

本当にそうです

今日はいろいろお話頂き︑

ありがとうございました︒

ょうか︒ ︵川村直子︶

私には何ができるのでし

ほしいと思います︒今の

けられる世の中になって

食べて︑着て︑教育を受

中の子どもたちがせめて

きない子もいます◆世界

ます︒虐待で生を全うで

どで幼い命が失われてい

た︒アフリカでは飢饉な

子どもの命が奪われまし

年学校が襲撃され多くの

ん︒パキスタンでは︑昨

いるわけではありませ

心も満たされて暮らして

べての子どもたちが身も

しています︒しかし︑す

の子どもたちも同じ目を

して生きています︒近所

すべてを信じきった目を

ず︑怖がらず︑見るもの

し ま い ま す︒ 何 も 疑 わ

と︑ギュッと抱きしめて

◆孫たちが近づいてくる

い年齢になってきました

す︒小さいものが愛おし

せ春の訪れを待っていま

で草花の芽が顔をのぞか

ふくらませ︑道路のすみ

ていましたが︑苗は根付

﹁育たないかも﹂と思っ

の に 見 守 っ て い ま す︒

ほとんどしない人だった

なりました︒

んがお話してくださり感動

鞍田 看護師さんと一緒に

大久保

お母さんにした

訪問すると︑訪問宅でも喜

ね︒

友の会活動

しました︒

大腸がん検診費用

ばれるもんね︒信頼されて

るから︒耳原の看護師さん

は︑病気だけでなくていろ

んなことを心配してくれる

堺市在住
40歳〜65歳未満の方は300円
2014年度無料クーポン券をお持ちの
方は持参してください。
65歳以上の方は無料となります。
高石市在住の方
（耳原高石診療所へお願いいたします）
40歳以上の方は500円
2014年度無料クーポン券をお持ちの
方は持参してください。
耳原総合病院・組織健診課

参加してみたらいろ

じゃ︑私より先輩だ︒鞍

うに看護師からの進学者は

来に来ていたのよ︒ＥＲの

その他３人は完全に仕事を

2014 年度（2014 年４月〜 2015 年３月
末）で大腸がん検診を未受診の友の会会
員の方は、同仁会・各事業所にて便容器
を受け取っていただき、大腸がん検診を
受診してください。

病院との出会い

田康子です︒友の会専任は

５人いました︒職場に籍は

看護師さんにも﹁大きくな

辞めていたので貯金を切り

ず残念でした︒
まだ４年で友の会歴は 年

ったね﹂と言われるぐらい

大腸がん検診のすすめ

友の会会員
VS
助 産 師

崩していました︒私は補償

15

No.377

2,334,185,000円（12/31現在）
［前月比 53,279,000増］
協同基金出資者数 12,097名（12/31現在）
いのちを守る助け合い募金額 1,323円（12/1〜31）

サポートがあるから挑戦できる

耳原で働いてよかった

1部 30円

〒590-0824
堺市堺区老松町2丁58-1
Tel.072-244-8061
Fax.072-244-7860

２
86
（前月比）＋1 8 4

対談

顔なじみになっ てしまっ

15

本部事務局組織部
機関紙編集委員会
（前月比）＋

健康友の会 みみはら
2015
（前月比）＋2 0 0

35,086
8,783
24,768
会員数
郵 送
手配り

発行
健康友の会みみはら2015年１月会員数
（世帯数）

