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当

9/1（土）  コミュニティーケア大井川 9/15（土）コミュニティーケア高草9/8（土）コミュニティーケア吉田 

　　　　  成 30 年 10 月 12 日（金）14︓00 より、『第１回　市民市民講座』がウェルシップやいづ（焼津市総合福
　　　　  祉会館）で開催されました。
　　今回の講演会では、当院甲賀副院長による『知って得する︕便秘の話︕︕「不老腸寿」の秘ケツ』と題して、便
　秘に対してお悩みや興味のある市民の皆さんに向けて講演しました。
　　当日は 160 名を超える市民の皆さんにご来場いただき、会場では感嘆の声や笑い声に包まれた和やかな雰囲気
　で会は進行し、大盛況となりました。
　　約１時間の講演終了後の質疑応答では、多くの皆さんから様々な質問が飛び交い、改めて地域医療を担う当院
　への期待値の大きさを肌で感じる事が出来ました。
　　また予想を超える多くの皆さんにお越し頂いた為、急遽会場を変更するハプニングもあってご迷惑をおかけする
　こともありましたが、無事に開催する事が出来ました。
　　ご来場頂いた皆さん、誠にありがとうございました。
　　当院では、引き続き今後も地域に必要とされる病院として、市民の皆さんにより高い質の医療が提供出来るよ
　う、研鑽に努めていきたいと思います。
　

平

160 名を超える市民の皆さんに聴講頂きました

会場の「ウェルシップやいづ」
」

講演する当院甲賀副院長
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　皆さんは焼津市が「日本有数のラジオ体操エリア」という事をご存知でしょうか︖
　ＮＰＯ全国ラジオ体操連盟に登録されているラジオ体操会場の数は 1869 ヶ所にものぼり、静岡県内にある体操会場
は 269 ヶ所あります。その静岡県の中で、焼津市は政令指定都市の静岡市（107 ヶ所）、浜松市（80 ヶ所）に次ぐ第３
位の 70 ヶ所（2018 年 9 月現在）も存在しているのです。
　約 14 万人の人口に対し、市内にある体操会場が 70 会場もあることを考えると、焼津市の「ラジオ体操熱」は相当な
ものだという事がご理解頂けるでしょう︕
　その焼津市のラジオ体操普及にご尽力頂いているのが、「静岡県ラジオ体操連盟」常任理事で「焼津市ラジオ体操連盟」
理事長の青木武夫さんです。
　元々市の職員として勤務されていた青木さんは、若いころより陸上、バレー、ソフトボールなど様々なスポーツに積
極的に取り組んでおられ、定年後に焼津市ラジオ体操連盟に所属し、約 20 年間悪天候以外は毎日会場に足を運び、ラ
ジオ体操を続けています。また「全国ラジオ体操連盟公認一級指導士」の資格も取得されており、焼津市のラジオ体操
普及に精力的に努めていらっしゃいます。
　毎年 8 月には、県内各会場で「夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会」が行われており、今年は焼津市・大井川合併
10 周年記念を記念して焼津市陸上競技場で開催され、約 1,800 名が参加しました。
　スマートフォンを片手に当時の写真を見せてくれる青木さん。「普通に写真を撮るよりもキレイに写るんですよ」と
ラジオ体操ユニフォームを身にまとい、スマートフォンを操作しながら語るその笑顔は元気いっぱい︕
　焼津の皆さんが元気な理由が垣間見えた瞬間でした（笑）︕︕
　健康寿命を延ばしていけるよう、皆さんもラジオ体操を今一度見直して、
ラジオ体操会場に足を運んでみてはいかがでしょうか︖

ご存知ですか？『ラジオ体操』の町、焼津！

これまでの功績が認められ、今年 8月
連盟より表彰を受けた青木さん

今年８月に焼津市で開催された
「夏季巡回ラジオ体操・みんなの
体操会」

青木さんはラジオ体操参加日数が 7,000 回を
数える大ベテラン！
市内には 10,000 回を超える強者も！！

　   ラジオ体操は 1928 年
（昭和 3年）から始まって
おり、今年で 90 周年を
                              迎えます！

　このコーナーでは、皆さんに地元の魅力を

更に深く知っていただけるように、地域の色々な

スポットや新しいトレンドを紹介していきます。

へき地医療圏で講演会を開催
　平成 30 年 8 月 20 日（月）16︓00 より「南伊豆町健康福祉
センター」、10 月 22 日（月）15︓00 より「河津町保健福祉セ
ンター　ふれあいホール」で、当院甲賀副院長による講演会  （

『ひとりじゃないよ ー患者・家族の物語ー』）が開催されました。
　当日は、南伊豆町から 87 名、河津町・東伊豆町からは 86 名
の市民の皆さんに来場頂きました。
　講演会は看取りについての内容でしたが、参加した皆さんは真
剣に聴講されていて、時には笑い声や笑顔に包まれ和やかな雰囲
気で会は進行していきました。また質疑応答では、様々な質問が
寄せられ、町民の皆さんの熱気を肌で感じる事が出来ました。
　当法人では、引き続き今後も医療・介護を軸とした地域の特
性に応じた地域包括ケアシステムの構築・充実に向けて努めて
いきたいと思います。

当院職員と講演会を主催する「下田メディカルセンター　賀茂
地区在宅医療介護連携推進支援センター」杉山　孝二様（下段右）、

「南伊豆町地域包括支援センター」所長鈴木康子様（下段中央）

―ひとりじゃないよ「患者・家族の物語」 ―

　平成３０年９月２７日～２９日にかけて、大阪国際会議場・
リーガロイヤルホテル大阪にて開催された「第７７回日本癌学会
学術総会」において、甲賀ライフサイエンス研究所の鄭 相国研究
員、甲賀美智子理事長らが、長年の研究の成果を発表しました。
　「細胞間相互作用」のセッションで鄭研究員が、がん治療新薬
や遺伝子治療等につながる物質の作用発現や精製に関する発表
を行いました。
　発表後には、甲賀理事長や鄭研究員らと会場に集まった多く
の研究者との間で、活発なディスカッションが行われました。
　甲賀ライフサイエンス研究所では、本物質の単離精製・構造
解析を鋭意進めており、さらなる成果が期待されています。

第 77 回日本癌学会学術総会で発表
―甲賀ライフサイエンス研究所―

会場の様子

南伊豆会場

河津町・東伊豆会場

発表した甲賀新名誉院長、甲賀美智子理事長、
鄭相国研究員、渡邉学統括科長

南伊豆町健康福祉センター

河津町健康福祉センター

甲賀名誉院長が焼津市より表彰
―「有功章（保健衛生功労）」受賞―

　平成 30 年 11 月 1 日（木）、焼津市文化会館小ホールにて当
院甲賀新名誉院長が焼津市より表彰を受けました。
　この「焼津市表彰」は、長年にわたり焼津市政の発展に寄与
した方を表彰する為に昭和 46 年より創設されたものです。
　甲賀名誉院長は、学校医として長年地域に貢献されたという事で、この度

「有功章（保健衛生功労）」を受賞しました。
　当院が開院してから 30 年が経過し、これまで地域の皆さんの健康を守る為
に良質な医療提供を心がけてきた取り組みを評価頂けて大変喜ばしく思います。
　当院では、引き続き地域の皆さんに必要とされる医療サービスを提供して
いきたいと思います。
　

各章を受賞された皆さん
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