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かりぷ 新聞

た改憲を２０２０年施行
すると意思表明しまし
た。その後の国会答弁で

も９条を優先して改定し
ていくこと、憲法審査会

憲法施行 周年の５月３日に首相は…
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行
発

での改憲案づくりを求め
るなど強硬発言をつづけ
ています。
昨年の戦争法（安保法
制）の強行成立など、「戦
争する国」へとつきすす

に排除する映像は私たち
のこころを痛めます。沖

交渉を 年３月から開始
する決議が採択されまし
た。戦後の歴史で初めて

縄の基地問題は、国民の
問題でもあります。

派遣、スタンディング行
動などにとりくんでいま
す。今年は沖縄の新基地
建設に反対する運動を支
援・激励するため代表を
派遣したいと考えていま

平和を守ろう、
憲法守れ、
の輪を大きく広げていき
ましょう

「戦争」と医療・看護・
介護は両立しません。協
立いつくしみの会では、
「戦争」や「憲法」につ
い て 学 び あ い、 原 水 爆
禁止世界大会への代表

す。民医連に働く医療・
介護従事者として、ひと
りの人間として、戦争や
核兵器の問題、憲法とし
っかりと向き合い、平和
な日本の実現にむけて多
くの人たちと力をあわせ
て、その輪（アイヌ語で
〝 かりぷ 〟
）を 広 げ て い
きたいと思います。
民医連がとりくんでい
る各種署名を多くの方に
声をかけて集めていただ
くこと、今年とりくむ原
水爆禁止世界大会や沖縄
支援に職員を派遣する募
金にご協力くださいます
ようお願いいたします。
（柏原 伸広）

む安倍政権と「戦争させ 「核兵器を禁止する世界」
ない、９条壊すな！」の が開かれようとする画期
国民の運動が激しくせめ に対して日本政府は反対
しました。今なお世界に
ぎあっています。
は１万７千発を超える核
兵器が存在しています。
核兵器全面禁止を求める
声は、世界の流れです。
日本でも９割を超える１
５７８自治体が非核宣言
をしています。世界で唯
一の被爆国の政府がとる
べき態度は、核兵器廃絶
の先頭に立つことです。

核兵器廃絶、
平和を守り、
憲法改悪を
許さないとりくみを大きく広げましょう

安倍 「戦争する国づくり」
政権の
を許さず
５月３日の憲法記念日
に安倍首相は、憲法９条
に自衛隊の存在を明記し

で「核兵器禁止条約」の

核兵器禁止条約の制定を
めざす国連の決議に反対
した日本政府
昨年、国連総会本会議

戦後もひきつづく基地の負担

17

～沖縄県民にいつまで犠牲を強いるのか～
沖縄には、日本の米軍
基地の ％が集中してい
ます。その弊害は、航空
機の騒音や墜落事故の不
安、米軍人が起こす犯罪
など枚挙に暇がありませ
ん。今回、辺野古への新
基地建設に反対する県と
県民の意思を無視し、政
府は工事を再開しまし
た。
「 沖縄を二度と戦争の
地にはさせない」と、座
り込みをする現地のお年
寄りを警察などが強制的
74
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行楽シーズン到来

デイサービスかりぷで しませていました。ドラ
は、 数名の利用者さん イブに参加された利用者
と楽しく過ごしています。 の皆さんは、
そろって
「来
天気に恵まれた日にひ て良かった」
「 いつもと
ばりが丘の馬場公園と、 違う景色は良いね」など
江別市内の錦町公園の２ と桜に魅了され、お茶を
ヶ所に桜を見にドライブ しながら桜を観賞され、
へと出掛けてきました。 話をされていました。
馬場公園では、毎年多
江別の錦町公園では、
くの花見客でにぎわって 桜以外にも、芝桜や新緑
いますが、今年も多くの の木々が咲き、少しの時
木々が花を咲かせていま 間ではありましたが公園
した。
赤みがかった桜や、 内を散歩され、
「 連れて
ピンクの桜などが見事に きてくれてありがとう」
咲き誇り皆さんの目を楽 「また来たいね」と話さ
れ、笑顔で散策さ
れていました。
行きや帰りの線
路沿いや道路沿い
にも多くの桜が咲
き、車内では桜の
良さをしみじみと
話され、デイサー
ビスへと戻った後
は職員やお仲間に
「良い思い出が出
来た」と桜の感想
を述べられていま
した。 （
 新谷）

デイサービスもみじの
家では一日 人前後の利
用者さんと家庭的な雰囲
気を大切にして過ごして
います。利用者さんと職
員が一団となり、体の体
操、脳の体操、食事の準
備など生活をつくってい
ます。５月に入り「桜の
時期だね。みんなで見に
行きたいね」と利用者さ
んから要望がありまし
た。新聞で開花予想を調
べて、利用者さん、職員

10

②介護職員
③利用者さんの生活を支

①施設ケア科

えられるよう精一杯頑
張ります。よろしくお
願いします。

ムの一員になれますよ
う、頑張ります。

翔也

20

ともに楽しみにしていま
した。今年も信濃神社へ
桜を見に行きました。ち
ょうど満開で、利用者さ
ん、職員ともに感動して
いました。
行く前には
「歩
くの億劫だし、車から降
りないよ」とおっしゃっ
ていた方も車からおりて
桜と神社を見るなど楽し
むだけでなく運動にもな
りました。デイサービス
の中の飾り付けも利用者
さんと一緒に試行錯誤し

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

よろしく

春のお花見
デイサービスかりぷ

より勤務しています。
よろしくお願いします。

②介護職員
③４月１日より勤務し

①施設ケア科
②介護職員
③特養での勤務は初めて
で新鮮な事ばかりです
が、一日も早く入居者
様の力になれる様頑張
ります。

谷島

梓
赤城
和江
石崎

①施設ケア科
②介護職員
③早く仕事を覚えてチー

職員
介

伸広
柏原
貴彦
丸山

②副施設長
③勤医協を退職して４月
ています。毎日勉強の
日々で、早く慣れるよ
う頑張りますので宜し
くお願い致します。

①事務局
①施設ケア科
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てきた方々への敬意を
決して忘れず、職務に
臨みたいと思います。

ごして頂けるよう精一
杯頑張ります。よろし

くお願い致します。

お願い
いたします

①小規模かりぷ
②介護職員
③１月から小規模多機能
ホームかりぷで働いて
います。色々学んでい
きたいです。

デイサービスもみじの家

旬のお花を
楽しんで
デイサービスののか

広志
松浦
美紀

②介護職員
③これまでの日本を支え

②看護師
③利用者様に安心して過

①施設ケア科
②介護職員
③かりぷ・あつべつに１
月から２階で勤務して
いる松浦です。ご入所
者様の日々の暮らしを
全力でサポートしてい
きたいと思います。よ
ろしくお願いします。

工藤

村田眞太郎
理奈

①施設ケア科
①メイプルハウス

５月９日より開花状況
をみながら旬な場所を選
んでお花見ドライブの
外出行事に行って来まし
た。火曜・水曜は、平岡
梅林公園へ。白梅がほぼ
満開で紅梅が咲き初めと
いう状況でしたが、上か
ら見下ろす広大な梅の景
色を皆さんと楽しみまし
た。梅の花の香りを嗅ぎ
ながらゆっくりと坂を下

ながら作り明る
く、春の雰囲気
になりました。
寒い冬を越して
久し振りの外出
でした。これか
らは暖かい季節
になるので、細
目に水分を摂る
など健康に気を
つけながら、楽
しい日々を過ご
しましょう。
（仁木）

り、売店で梅ソフトクリ
ームを楽しまれる方や梅
のせんべいを購入された
方もいました。木曜日の
利用者さんは、個人で梅
を見て来た方が数名いた
ので、平岡樹芸センター
に変更し、八重桜のトン
ネルが見える場所まで散
歩ができました。金曜・
土曜の利用者さんは、再
び梅林公園へ。紅梅が満
開で一番の見頃だっ
たと満足されていま
した。翌週月曜日は
風が強く残念ながら
順延。更に一週間後
の月曜まで延期とな
りましたが、月寒方
面に向かい車中か
ら、紫や白のライラ
ッ ク や チ ュー リ ッ
プ、ツツジ、菜の花
などカラフルな花々
を観て、八紘学園で
ミニソフトクリーム
を味わってきまし
た。 
（大澤）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

して頂ければ思います。

新正
紹
岡藤

しています。特養での
仕事は初めてなので慣

す。身体・生活のこと
で困り事があれば相談

ます。

有紀
川岸
佑樹

②看護師
③１月からかりぷで勤務

②理学療法士
③理学療法士の佐藤で

れないことばかりです
が、よろしくお願いし

佐藤

①施設ケア科
①リハビリ部
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美味しいやきそば
焼鳥、
ビール等があ
ります !!!

今年もよさこいや
楽しいステージがあ
ります !!!
文悦話などがあり、人
間（＝アイヌ）を中心
として語られるユーカ
ラは、主に「ポイヤウ
ンぺ」と呼ばれる少年
が活躍する冒険譚とさ
れているそうです。こ
れらを題材にして書か
れたのでしょう。児童
文学作家の安藤美紀夫
の著書に『ポイヤウン
ベ物語』と『赤い輪の

子供縁日やバザー
等で可愛い小物も
あります！
暗唱していたというこ
とです。ユーカラは、
文字を持たないアイヌ
の人々が、アイヌ語に
よって、自然の神々の
神話や英雄の伝説を、
口伝えの言葉により豊
かな表現で、語り伝え
てきた口頭文芸・口承
文学、叙事詩といわれ
ています。これには、
英雄叙事詩と神謡と散

10：00～13：00
特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ
厚別中央5条6丁目5-20
℡896-1165

姫の物語』
があります。
このポイヤウンぺの生
き別れた妹が「朱の輪
姫」だったということ
ですが、どんな人だと
語られてきたのでしょ
うか。 
（河原）

検索

かりぷ・あつべつ

E-mail：itukusimi@karipu.jp

かりぷ・上野幌

●ケアセンター

〒004-0031 厚別区上野幌1条2丁目2-30
サービス付高齢者向け住宅ぽろか（☎011-890-8787）
小規模多機能ホームかりぷ
デイサービスののか

（併設事業所）
指定居宅介護支援事業所かりぷ
短期入所生活介護かりぷ・あつべつ
デイサービスセンターかりぷ
訪問看護ステーションかりぷ
高齢者支援ハウス えみな
札幌市厚別区介護予防センター厚別中央・青葉
（☎011-896-1475）

建治

理事長 石山

かりぷ・もみじ台

●ケアセンター

かりぷ・あつべつ

●特別養護老人ホーム

〒004-0013 厚別区もみじ台西3丁目1-8
指定居宅介護支援事業所メイプルかりぷ（☎011-899-7722）
ショートステイメイプルハウス
デイサービスもみじの家（認知症対応型）
ヘルパーステーションかえで（☎011-899-2525）
〒004-0013 厚別区もみじ台西6丁目1-4もみじ台内科2F

厚別区厚別中央5条6丁目5-20
（☎011-896-1165）

〒004-0055

第

24回 かりぷ・まつり

金田一の説得により、
遺志を継ぎ、ユーカラ
の記録を始めたそうで
す。ラテン文字表記で
約１００冊のノートに
書 き 綴 り、 １ ９ ５ ６
年 紫 綬 褒 章 を 受 章、
１９５９年には『アイ
ヌ叙事詩ユーカラ集』
を発行しています。マ
ツの母・モナシノウク
は、膨大なユーカラを

2016年11月29日～ 2017年5月31日

しています。また、
収録・
放送は新さっぽろサンピ
アザ３階のスタジオで公
開収録しています。
介護サービスを使いた
いけれど制度がよくわか
らない、身近な人で介護
が必要になった、どんな
サービスがあるのか詳し
く知りたいなど、介護保
険を少しでも身近に感じ
てもらえるような放送を
予定していますので、是
非お聴き下さい。
（眞壁）

ら、ここからきている
ようですね。金成（か
んなり）マツ筆録、金
田一京助訳注 三省
堂、 １ ９ ６ ４・３。 金
成マツは、アイヌ文化
伝承者。アイヌ文化伝
承者の知里幸恵とアイ
ヌ語学者・北大教授・知
里真志保の叔母にあた
る方です。養女でもあ
った幸恵が亡くなり、

社会福祉法人 協立いつくしみの会

寄附金
新婦人厚別支部コーラス小組 ユニコーン
國井 洋子
奈良 マツエ
見角 貞雄
奈良マツエ
畠山 信男・和子
市川正太郎
伊藤眞知子
物 品
梅田 恵子
新屋 哲子
青葉寿老人クラブ
特定非営利活動法人ワーカーズコープ（野澤伸二）
伊勢 光子
田中 寿美枝
中島 克仁
（敬称略）
西田 栄一

協立いつくしみの会で
は、４月からラジオ番組
がスタートしました。
「ＲＡＤＩＯ Ｔ×Ｔ
・６
ドラマシ
ティ 厚別ひと物語
街・夢・想い」とい
う番組で、当法人の
理事長が介護保険の
仕組みやサービスの
利用方法をわかりや
すく解説したり、介
護現場で働く若手職
員とインタビュー形
式で対談していま
す。
放送日は毎月第４
木曜日 時から 時
で、来年３月までの
計 回の放送を予定
こらむ「朱の輪」の
第２回目です。
『 アイヌ叙事詩ユー
カラ集』の中に「ＫＥ
ＭＫＡ ＫＡＲＩＰ」
＝「朱の輪」というの
がでてきます。どうや
＝第２回＝

いつでも、どこでも、誰もが、
安心して暮らし続けられるまちづくりを一緒にすすめましょう。

寄附者一覧

MHz

20

第24回 かりぷまつり実行委員会

主催

ラジオ番組が
スタート
21

朱の輪

会場

協立いつくしみの会
77
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