哲西図書館に哲西荘
の皆さんが、掲示し
てくださいました。
いつもありがとうご
ざいます。
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ご寄付

編集・発行／

ＪＲ芸備線５本増発〜自治

人で全国２番目に低いとい

〒七一九︲三七〇一 岡山県新見市哲西町矢田三六〇四

特定非営利活動法人 ＮＰＯきらめき広場

庄原両市が官民手を携えて利用促進を進めたいものだ︒

これらの勘繰りを打ち消すためにも︑沿線の新見・

増発を行っているのではないだろうか？との勘繰りだ︒

利用が伸びなければ廃止にするということを見込んで

線に次いで廃線候補の俎上に上がっていた路線だけに︑

鉄道マニアから見れば︑４年前に廃線になった三江

うのが論拠のようだ︒

いで備中神代・東城間が

車人数︶が︑東城・備後落合間は９人で全国最低︑次

２０１８年度の輸送密度︵１日１㎞あたりの平均乗

の文字が躍る︒

国最閑散区間での臨時列車増発は廃線への前兆か！

一方︑インターネットを開いて見ると 芸備線・全

てくるのではと期待も膨らむ︒

利用率が高まれば︑その後の増発継続も視野に入っ

ものだ︒

となり利便性は大いに高まるのでしっかり利用したい

哲西地域で見ると午前中の上りが５本︑下りが４本

限定とはいえ沿線住民にとっては朗報︒

便数が少なく不便との要望を受け︑７月までの期間

るという︒

後落合間は３往復から４往復に増便︵４月から︶され

新見・東城間が１日６往復から８往復に︑東城・備

との記事が載った︒

日の山陽新聞に

ＪＲ芸備線・列車増発
月
31

体要望を受け〜

1

︵敬称略︶
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ありがとう
ございました

■香典返し
〇宮田一三︵亡母香梅︶
・上神代
老人クラブむつみ会へ 金一封
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〇名越洋子︵亡母保子︶
・畑木
畑木長寿会へ
金一封
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■香典返し
〇小原正己︵亡母スミ子︶
・上神代
⁝金一封
○中山淳子︵亡母クマエ︶
・大野部
⁝金一封
〇賀島益安︵亡義父繁︶
・大野部
⁝金一封
〇田原宗一郎︵亡祖母幸子︶
・畑木
⁝金一封

月１日発行

■一般寄付
〇福田 一義・矢田
⁝大根・じゃがいも
〇田口石油興業㈱
⁝山陽新聞
〇松陽産業㈱
⁝備北民報
〇妹尾観光バス・妹尾タクシー
⁝備北民報
⁝山陽新聞
〇いくま石油㈱

令和 年
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ＮＰＯきら め き 広 場
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哲西荘
の作品

NPO・きらめき広場

哲西町診療所

第10回 哲西きらめき

2019年 12月 〜 2020年１ 月 研 修 に 来 ら れ
ま した研修医 戸田智 也 先 生 か ら の 研 修
の 感想を掲載いたしま す 。
埼玉県の上尾中央総合病院から地域医療研修と
して、12月に哲西町診療所に参りまして、２ヶ月
間大変お世話になりました。
私の勤めている病院は733床を有するいわゆる
大病院です。地域研修先としては、北は北海道、
南は沖縄まで選択肢は幅広いですが、そのほとん
どが中小規模の地域の病院で、診療所は哲西町だ
けでした。
地域研修先を哲西町にした理由は、せっ
かく２ヶ月しかない地域研修なのだから普段の病
院とは違う環境で医療をしてみたいと思ったから
でした。哲西町で研修をした先輩や同期に感想を
聞くと「哲西に行って本当に良かった。」心から
そんな言葉が聞かれました。ただ、具体的に「何
が」
「どんな風に」良かったのかという話はあま
りされませんでした。ただ「行ったら分かるよ」と。
「哲西町は世界一」この言葉は、研修２日目の
往診先の方に突然言われた言葉です。かなりイン
パクトのある言葉でした。自分の住んでいる地域
を世界一と言えるなんて。今まで30年以上生きて
きてそんな言葉を聞いたことがありませんでした。
研修の中で、哲西町がどんな経緯で今の形に
なったのかを学ばせていただきました。革新的な
リーダーや健康に生きたいと願う住民がいて、哲
西町はそんないくつものエネルギーがうまく化学
反応してできた町だと感じました。診察させてい
ただきながら、話を聞く中で地域の方々の哲西町

診療という点でも多くのことを学ば
せていただきました。大病院とは違う、
診療のアプローチや考え方、毎日が学
びの連続でした。私が哲西町で学んだ一

大切なことを思い出させてもらえたと思っており
ます。見知らぬ研修医に診療させていただき、本
当にありがとうございました。この場をお借りし
て、お礼申し上げます。
研修が終わってみて、哲西町で研修した先輩や
同期が「何が」「どんな風に」哲西町での研修が

番大きなことは「相手の気持ちになる
こと」の大切さでした。両親にも、そ
れが一番大切なことだと言われ育てら
れ、自分ではできているつもりでした。
しかし、忙しい業務や都会の波にもま
れて薄れかけていたことに、診療所や
住民の方々の姿を見て気付かされまし

では表現しきれないものでした。哲西町での２ヶ
月間の研修の中で、全身で感じた体験や感動を通
して「行ったら分かるよ」の意味が、今の私には
分かります。今後医療者として働く者として人生
観が変わるような経験をさせていただきました。
どんな形であれ、いつか哲西町の方々に恩返しし
たいと思っております。哲西町は世界一です。２ヶ
月間本当にありがとうございました。

竹細工の作業

行灯作り

もち花作り

認知症カフェ

第23回 開催

名前

3月の専門外来は
以下のとおりです。
科

土持 茂之 先生 外科

腹部外科・
血管外科

10日㈫

藤原 敬士 先生 内科

消化器
（内視鏡）

17日㈫

高村 和人 先生 内科

内科・
消化器内科

24日㈫

多田 譲治 先生 皮膚科

アレルギー性皮膚疾
患・皮膚細菌性感染症

２月５日、ＮＰＯきらめ
き広場が、道の駅鯉が窪
文化伝習館で第23回目の
「認知症カフェきらめき」
を開催しました。

皆さん、
お気軽にお立ち寄りください
開催日時：月１回 第１水曜日 13：30〜15：30
場
所：道の駅鯉が窪 文化伝習館
内
容：カフェタイム、
ミニ講話
（専門的情報を受け取る）
、
参加者同士の語らい、
ミニイベント、
情報交換、
相談など
参 加 者：気軽に誰でも参加できる
(認知症の人、介護家族、地域住民、専門職など）
参 加 費：１人１回、200円
主
催：きらめきカフェ運営委員会

専門

3日㈫

31日㈫

冷たい雨の中での竹洗い

良かったのかを語らなかった理由が、今なら分か
る気がします。佐藤先生をはじめ診療所の方々か
ら学んだこと、地域の方々から学んだことは言葉

お知らせ

3月

哲西きらめきひな祭り実行委員会の皆さんや地域の皆さんの協力で、竹細工やもち花作りが行われました。

た。これは医療者としてだけでなく、人としても

を想う気持ちの深さを感じました。哲西町全体の
アットホームな雰囲気は、相手を思い、心が穏や
かで、暖かい住民性からきているのだと思います。
この環境を作り上げ、維持する難しさを
感じつつも、この町で生活できることを
羨ましく思いました。

ひな祭り

開催予定日▶３月４日㈬

の場所はきらめき広場・哲西 文化ホール

４月８日㈬

光生病院医師休診
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新見公立短期大学幼児教育学科の学生
２月４日︑ き ら め き 広 場・
哲西で市愛育委員哲西支部が
研修会を開催しました︒
この日は︑支部会協議の後︑
げんき広場にいみの藤本広平
さんをお招きして﹁健康に注
意しよう﹂と題して︑ロコモ
体操をはじめ猫背改善のため
のエクササイズなどを教えて
もらいました︒家でもできる
名は楽しく体も心もリ

方 法 も 楽 し く 教 え て も ら い︑
委員
フレッシュしました︒

１月
日︑大竹集会所

教育学科の学生８名と教

授２名がそば打ち体験学

習をしました︒
この催しは︑垰俊二さ

んにより企画され︑地区

住民の長谷川さんと西川

さんの指導でそば打ち体

験が行われました︒終了

後︑地区住民と一緒に打

ちたての美味しい蕎麦を

味わいながら楽しい交流
会となりました︒

ふれあいミニミニ運動会 開催
2/11

１月

２月

日︑きらめき広場・哲西

日︑昨年

月に県知事表彰

しました︒

意義な時間を過ご

む 場 面 が あ り︑ 有

にも真剣に取り組

参加者は楽しい中

イ ズ ﹂ な ど も あ り︑

そう﹂
﹁防災〇×ク

だ！ そ れ！ 火 を 消

種 目 に は﹁ 火 事

交流しようと呼びかけました︒

らお年寄りまで楽しく体を動かし

になりがちなこの季節︑子どもか

域と上神代地域の住民に運動不足

この催しは︑矢神婦人会が矢田地

いミニミニ運動会を開催しました︒

文化ホールで矢神婦人会がふれあ

25
11

ました︒

な雰囲気の中で楽しい一時を過ごし

さんに花束が贈られ︑会場は和やか

ラブの向上と発展に尽力された宮崎

祝賀会では︑多年にわたり老人ク

われました︒

デイサービス合同で表彰祝賀会が行

と︑八鳥老人クラブ寿会と八鳥ミニ

を受賞された宮崎邦人さんを祝おう

10

矢神婦人会

1/25

20

で新見公立短期大学幼児

そば打ち体験学習

1/20
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運動研修会

2/4

4
5
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哲西支部
市愛育委員

宮崎邦人さん
岡山県知事表彰受賞
祝賀会

新見市立哲西図書館
毎週月、
水、
金曜日
10：00〜15：00
月1回 土曜日
10：00〜12：00

℡ 94-2110 � 94-2100

年中無休

市の委託を受けNPOきらめき広場が運営

3月の
予定

年末年始、
蔵書点検日を除く

★こども映画会

★今月の展示本

日時▶3月16日
（月）10：30〜
場所▶きらめき広場・哲西
プレイルーム
内容▶「ノンタン
いたいの とんでけ〜」

●9日（月）10：00〜

ちょこっとクラフト
「プラバン工作」

展示コーナー

●14日（土）10：00〜12：00

「プラバン工作」
「アロマワックスかざり」

「新生活応援」

●16日（月）10：30〜

収納や整理、一人暮らしの料理、新社会人
のマナー、入園入学などに役立つ本を展示
しています。

子ども映画会DVD
「げんきげんきノンタン
いたいのとんでけ〜」

作ったよ！

ひなかざりを

児童コーナー

ポンポンかざりを
作ったよ！

折り紙をしたよ

「春」
★蔵書点検の報告
本年度の不明本は10冊
返し忘れの本はありませんか？
確認をお願いいたします。
＊古本リサイクルの本には 除籍本 のスタ
ンプを押しています。

桜やタンポポが咲き、ちょうちょなどの
虫たちも目覚めます。
春を感じる楽しい絵本を展示しています。

★古本リサイクル
3月20日㈮〜22日㈰
3月20日㈮

NPO
きらめき広場

9：00〜19：00
恒例の古本リサイクル、
本や雑誌
をご自由にお持ち帰りください。

哲西中学校3年生へ

「落ちない葉っぱ」

目標に向かって頑張っている３年生の皆さ

哲西 寿学級

んへ「枯れても落ちない葉っぱ」
（ ヤマコウバ
シ）を贈りました。
この葉っぱのカードは、 地域の方が「テレビ

１月29日、きらめき広場・哲西文
化ホールで寿学級が開催されました。
この日は、田邉公民館長の挨拶の
後、池田新見市長が市政講演を行い、災害に強いまちづくりに向けた取り組み、観
光や人口減少と少子高齢化問題などの現状と今後の方針について説明しました。参
加者は熱心に耳を傾けていました。

で紹介していた」と実物のヤマコウバシの枝を
NPOの事務所に持ってきてくださったことか
ら、
「哲西中学の生徒へも渡したい」ということ
になり準備しました。
育霊神社の沖津宮司さんからご祈祷を受け、
地域住民の心のこもったエールを送りました。
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