
 

 

 

 

レストラン「わたや」閉店にあたって 

「食べる」ことは誰でも楽しい・・・・・レストラン「わたや」を４年間運営して 

「まつもとてい」代表 藤牧 渡 

 

 レストランわたやは惜しまれながら、3 月末をもって 4

年間の営業を終えました。支えてくれた健康友の会の皆

さんやＮＰＯたすけ愛・城北病院など民医連事業所、場

所を提供してくれた板坂さん、レストラン経営の経験を

生かして奮闘した責任者の上田さん、協力してくれたた

くさんのスタッフ・ボランティアさん、利用して励まし

の言葉をかけてくれた皆さん、お米や野菜を提供してく

れた方、食材を納入してくれた業者の皆さん、全日本民医連や共同組織の皆さん、たく

さんの協力があってレストランは愛用され、お弁当・オードブルのご注文を頂きました。

先ず心から感謝申し上げます。 

 「生きがいセンターまつもとてい」からスタートし、食事会を重ねるうちに、本格的

にレストラン開設を決意し、たくさんのご協力を得て運営して来ました。中心になって

いたスタッフは、それぞれの道を歩み始めました。 

以下に 4 年間の運営をまとめてみます。 

①「食べること」を通して、友の会や城北病院には無い新しい人と知り合えました。特

に近くの事業所の皆さんにご利用いただきました。 

②民医連事業所・職員の皆さんに、「見える」形で友の会活動を理解して頂くことができ

ました。 

③生活困難を抱え、友の会へ相談に来られた人たちが料理の腕前を発揮して感謝され、

生きがいを感じることができました。 

④「喫茶店でコーヒーが飲みたい」など、城北病院の入院患者さんにも、「生きる希望」

を与える場所として使って頂くことができました。 

 

 最近東京で、フェアトレードコーヒーとランチの店がオープンしましたが、「まつもと

てい」とレストラン「わたや」は、本格的なカフェやレストランの先進的な経験をつく

ったのではないかと思っています。「居場所」としての「まつもとてい」は、一つの実践

例として全日本民医連で広く知られ、それぞれの地域にあった「居場所」がオープンし

ています。 

 「レストラン」は無くなりましたが、「生きがいセンターまつもとてい」は健康友の会

の助け合い活動の生活支援、駐車場整理、「まつもとていサロン」などの活動をして行き

ますので、気軽に相談して下さい。 

連絡先 石川県健康友の会連合会 
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○電気製品お譲りします。 

 「まつもとてい」では、多くの方から提供された電気製品などを、「わたや」

の空き部屋に保管してきました。 

現在、洗濯機が 5 台あります。欲しい方は連絡下さい。 

尚、金沢市は使えなくなった古い電気製品は、コンビニなどで券を購入し、

連絡すると取りに来てくれます。その券の購入代金は自己負担になります。 

 

○建物の使用に関して 

9 月末までは、会議・懇談会等には使えます。鍵は友の会事務所で保管していますので、

使用に関して連絡等は友の会へお願いします。（厨房は使えません） 

2 階の森尾事務所（２階）は引き続き使われています。 

 厨房の冷蔵庫など器具類は、家庭内で使えるものではないので、民医連内法人・事業

所にお知らせしました。 

連絡・問い合わせ先 076－251-6112（健康友の会） 

 

生きがいセンター「まつもとてい」の活動 

「まつもとてい」便りは隔月で発行 

☆まつもとていサロン 

 

 

 

100円程度のカンパ（前売券も販売しています）で気軽に利用できます。囲碁・将棋も

でき、テレビもあります。昼食はレストランとは違うので、その日にならないとメニュ

ーはわかりません。その日用意されたものを美味しく頂きます。 

「市からハガキがきたが何を書いてあるかわからん」「生活に困った」など、相談はいつ

でも受け付けています。また、市会議員・城北病院ソーシャルワーカー・弁護士など専

門家の紹介が受けられます。 

 

5月 3日（水）はお休みします。 

 

☆駐車場整理 

 菜の花薬局（城北病院も借りている）駐車場の整理を月～金午前、交代でしています。 

[主な行事日程]   

5 月 23 日（水） サロン 年金裁判 1 時半～（金沢地裁） 

6 月 21 日（水） サロン 夏物ゼロ円ショップ 

毎週水曜日 場所：まつもとてい 時間：午前 10時～午後 3時 

「わたや」閉店に伴って 



 

☆べんり君運転ボランティア 

「福祉有償運送」のべんり君で運転ボランティアをしています。べんり君では 70歳以 

下の運転ボランティアを募集しています。週１回午前だけなど、可能な範囲でボランテ

ィア活動をしてみませんか。心当たりの人がいたらご紹介下さい。 

 

☆生活支援 

「自分は不要だが、欲しい人がいたらあげる」電気製品や衣類などあったら提供して 

ください。衣類は夏物ゼロ円ショップ（6月）、冬物（10月）の年 2回ゼロ円ショップを 

行い、その時欲しい人に提供しています。生活支援は「べんり君家」の活動と連携して

行ないます。 

 

☆畑 

一緒に野菜作りしませんか 

 「まつもとてい」が野菜作りしている畑は３ヶ所あります。レストランはなくなりま

したが、「野菜を育ててみたい」と思う人は連絡下さい。 

 

 木越：佐川急便の近くにあります。約 15 坪ほどの広さ  です。草むしりを兼ねて、

Ｋさんと一緒に野菜作りをしています。今年は、トマト（塩田さん）、ニンジン・

大根・ネギを植える予定です。トマト以外は今年からでも。 

 

 千木：Ｍさんの広大な敷地の一角を借りて

畑をしています。約 20坪ほどです。タ

マネギ・ジャガイモ・サトイモ・白菜な

どを植えてあります。来年から全部やり

たいという人がいればお任せします。 

 

 津幡御門（みかど）：能瀬の山手で、金沢か

ら来るまで 20分くらいかかります。約

150 坪くらいあり、定年退職後の野菜

作りに使っている人もいます。作業小屋があります。ジャガイモ・サツマイモを

植える予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

「ＮＰＯたすけ愛」総会のお知らせ 

６月 3 日(土)10：00～12：30 おたっしゃハウス(城北クリニック横) 
 

 法人会員とボランティアさんが対象です。 

昼食後解散になります。レストランわたやは閉店になりましたが、べんり君活動・生活

支援・駐車場整理などが活動分野として報告されます。当時は午後から百万石行列があ

り、市内は交通規制が行なわれます。 



座って花見をしました 

 

サロンの花見は、4 月 12 日（水）に松本

亭で行なわれました。予定していた浅野

本町第 3 児童公園は、前日からの雨で濡

れていたのと寒さが厳しく、室内での開

催となりました。その代わりスライドで

金沢市内の花見を楽しみました。卯辰山

の枝垂桜、鳴和台の枝垂桜、奥卯辰県民

公園のソメイヨシノ、400年の森のサクラ、

昨年の花見の様子など、皆で歓声を上げ

ながら観ました。 

森尾市会議員が議会報告を兼ねて挨拶。 

昼食は花見にふさわしくチラシ寿司と花見団子。 

その上、塩田さん（食事担当責任者）が採ってきて 

くれた山菜の天ぷらが食べ放題。 

 食べ終わった後、一服してしり取りゲームで楽しみ

ました。単なるしり取りは結構できましたが、「歌で

しり取り」をやると歌詞が思い出せません。カラオケ

に慣れてしまったせいでしょうか。 

 「わたや」時代からの利用者で、「わたや」が閉店

になったため、「サロン」の事を聞いて参加したご夫婦もいました。 

 

 

山野市長はゴミの有料化をしたいの？ 

 3月議会が県議会・市議会とも終わった

ので、3 月 29 日（水）午後 1 時～2 時ま

つもとていサロンで佐藤県議・森尾市議

に参加してもらい、報告会を行い 15人が

参加しました。 

 佐藤県議は、県政が依然として大型工

事優先で県民生活は後回しにされている

様子を報告。共謀罪の問題でも、知事は

国の問題と逃げ、輪島の産廃場建設問題

でも地元の判断だと県民生活や自然を守

ろうという姿勢を見せませんでした。 

 森尾市議は、市民アンケートでも過半数が生活が苦しくなったと回答し、ゴミの有料

化の前にやることがある、コミュニティーを破壊するものとの指摘で、共産党以外に他



党派の賛同議員がでたことを報告。市の周知徹底期間を通して市民の声を判定させよう

と述べました。 

 

医療福祉相談室連載 

 

 

城北病院医療福祉相談課 小坂 陽 

 

 新年度が始まりました。この年度の変わり目は、森友学園問題や築地市場豊洲移転問

題、てるみくらぶの経営破綻など、世間を騒がすニュースがいくつもありました。そん

な中、3 月に「テロ等準備罪」を新たに設ける組織犯罪処罰法の改正案が閣議決定されて

しまいました。この 4 月からは法案の審議が実質的に始まっています。一定の条件を満

たせば、犯罪実行前でも処罰が可能となるこの法案ですが、内容には曖昧な部分も見受

けられます。 

 政府は、この法案の対象をテロ組織や暴力団などの「組織的犯罪集団」に限定し、一

般の市民には適用しないと説明しています。一方で、一般の団体が犯罪目的に「一変」

すれば「組織的犯罪集団」ともみなされるとしています。では、何をもって「一変」し

たと判断されるのでしょうか。その判断が、捜査機関によって恣意的になされることも

懸念されます。「一変」したことを確認するために、捜査機関が様々な手段を用いて私た

ちの生活を監視する事も考えられます。 

 また、テロ等準備罪は犯罪を実行する前の「準備行為」をした段階で処罰の対象とな

ります。しかし、「準備行為」がどの程度の行為を指すのかは曖昧であり、その判断は捜

査機関の裁量に委ねられるようです。そもそも、犯罪の準備行為は具体的な行為として

捉えることが難しいように思われます。捜査機関の捜査次第では、私たちの日々の行動

が意に反して「準備行為」とみなされる可能性も出てきます。私たちの自由な生活が侵

害される恐れもあります。 

 政府は「テロ等準備罪」について、批判が多く過去 3 度廃案となった「共謀罪」と違

い、適用対象を限定したとしていますが、法案を成立させるために形を変えただけで、

実質的には同じものではないでしょうか。 

 犯罪防止は必要な事ですが、そのために私たちの生活が監視され

たり、何気ない行動が犯罪とみなされる恐れがある法案には賛成で

きません。なにより、この法案は思想・信条の自由、言論の自由、

表現の自由など、憲法で保障された権利を侵害する危険性をはらん

でいます。 

 現状は国際組織犯罪防止条約を締結するという目的のもと、国民

に対し十分な説明がないまま、法案成立に向けた議論が進んでいる

ように見えます。国会の審議に任せるだけでなく、私たちの生活を

守るためにも廃案を訴えていきたいと考えています。 

 

テロ等準備罪は廃案を 



石川民医連・城北病院に新入職員入る 

 

 ４月に新しい職員が石川民医連で 44人、城北病院だけでも 41人が

入り、４月３日（月）からオリエンテーションが行なわれました。 

 ５日には城北病院の歓迎職員集会が行なわれ、大野院長、健康友の会藤牧会長、民医

労城北支部新喜支部長の歓迎の挨拶がありました。新しく入った職員からも、自己紹介

と決意表明がありました。 

 その後、４グループに分かれて地域の紹介と助け合い活動、「まつもとてい」の紹介が

行なわれ、新入職員にはいい経験になったようです。城北病院がどういう地域に作られ

たのか、地域の変貌のようすも知ることができたようです。 

 助け合い活動でも、べんり君・べんり君家の活動は、友の会ならではの助け合いであ

り、「まつもとてい」では生活に困った人の交流の場を作ったり、城北病院が無料低額診

療をやっていることの意味がわかったようです。 

 「いつでも元気」には、そうした健康友の会の楽しい活動が紹介されていて、病気の

こともわかりやすく書かれているので、新しい職員と友の会の共通の雑誌です。看護師

集団は３年間の研修期間中、「いつでも元気」を定期購読し、４グループに分かれて支部

に入ることを決めました。他の新入職員の皆さんも、看護師さんに続いて、健康友の会

に入会し健康チャレンジに挑戦しましょう。そして「いつでも元気」を購読しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サロン会場にて、夏物衣類や日常品を展示、ゼロ円で販売します。 

どうぞ気軽においで下さい。 

6月 21日（水）10：00～13：00 
まつもとていサロン 

 

夏物ゼロ円ショップを開店 

生きがいとはなにか 

～まつもとていの誕生と軌跡～ 

石川県健康友の会連合会 

会長 藤牧 渡 著 

 

「生きがいがあれば、充実した人生を送ることができる」 

その信念をもとに、全国で先駆けて 

生きがいセンター「まつもとてい」を発足させた著者が綴った 

苦労と喜び、そこで出会った人の物語 

定価 700 円  購入ご希望の方は当友の会へお申込み下さい 

TEL 076-251-6112 

FAX 076-253-8254 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「わたや」さんのランチは、本当においしく
て、特に鶏肉のメニュー、ハンバーグの日は
楽しみにしていました。もう食べることがで
きないと思うと残念です。お疲れさまでし
た。ありがとうごさいました。 

 

「わたや」さんへ感謝のメッセージ 

大変お世話になりました。おいしくてボリュ

ームたっぷりで大きな体の僕でも大満足で

した。なくなってしまって、お昼の大きな楽

しみが減ってしまいましたが、本当に助かり

ました。ありがとうございました。 

 

1年間本当に美味しいランチをありがとうござ

いました。復活をいつまでも待っています。 

おいしいご飯を

みなさんの笑顔

が楽しみで通っ

ていました。今後

も、わたや定食が

しばらくは夢に

出てきそうです。 

 

いつもボリュームのある美味しい食事

をありがとうございました！ 

 

食を通じて友の会と地域をつなぐ。5年に渡る

わたやでの取り組みは、心から多くの人々を支

えてくれました。わたやを支えてくれた運営ス

タッフの皆さん、本当にお疲れさまでした。そ

して、ありがとうございました。 

 

「わたや」さんのハントンライスのファン

でした♡おいしいごほうびランチごちそう

さまでした。営業お疲れさまでした！ 

 

安い！早い！うまい！昼休みの息抜きの

場として利用させて頂きました♡ありが

とうございました！またどこかで「わた

や」が復活することを願っています。 

 

「わたや」の皆さんの顔が見られなく

てさみしいです。お元気でしょうか。

おいしいお弁当、また食べたいです。

皆さんの健康と幸せを願っています。 

 
いつもおいしいお弁当をありがとうご

ざいました。ボリューム満点で 500円な

んてビックリでした。また食べていで

す！！ぜひ 2号店をお願いします☆ 

 

週１でも復活を！！（お弁当でも） 

 

毎週発行の日替わりランチメニューを楽し

みに、かなり利用させて頂き、私の胃袋を満

足させてもらいありがとうございました。栄

養＆カロリー満点メニューのお陰で忙しい

日々を健康に乗り切ることができました。 

 

いつもおいしいお弁当をありがとういました。

本当に残念ですが、また再会できることを楽し

みにしています。 

 

いつもおいしいランチをありがとうございま

した。貴重な栄養補給源がなくなってしまい

大ピンチです。おかげで 4月から「弁当女子」

に変身しました。 

 

すっかり「わたや」依存症になってしまい、

脱依存で苦しんでいます。「わたや」を支

えていただいた方々に感謝感謝です。皆様

共々、新たな形、新たな所、新たなつなが

りで歩んでいきたいと思います。 

 

城北病院には「レストランがある」「しかも

うまくて安い！」と全日本の会議仲間など

によく自慢したものでした。また、いつか

「わたや」に出会えたらうれしいです。 

 

おいしい食事は元気の源です。仕事の活力と

なっていました。「わたや」さんには、今後も

何らかの形で城北病院にかかわっていただけ

ればと思います。 

 

いつも、お腹いっぱいになって「食べ過ぎた～」
って言いながら、またお昼になったら「わたや行
こうって思っちゃう。そんなお店でした。わたや
のみんなに会うの楽しみにしていました。会えな
くなるのが寂しいです。また食べたいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたやさん、いつもおいしい食事を作ってく

ださってありがとうございました。豪華で栄

養のバランスの良いランチを食べられてとて

も幸せでした。ありがとうございました。 

おいしいご飯をありがとうご

ざいました！ 

美味しいお昼ありがとうございました。も

う食べられないかと思うとさみしいです

が…。お元気で 

 

いつもおいしいランチの提供ありがとうござ

いました。わたやランチが食べられなくなり

とてもさみしいです。またどこかで復活でき

たらいいなぁ…。 

 

今までおいしいご飯をありがとうございまし

た副菜まで手間をかけて作られていて、お昼

の時間の楽しみでした。 

 

再び開店されることを願っています。

お弁当が食べたいです。 

 

私はお弁当をつくるタイプなのであまり

食べに行けなかったけど、たまに食べるラ

ンチとってもおいしかったです。やり続け

てほしかったので残念です。今までありが

とうございました。お疲れ様でした。 

 

毎週、同期でランチをしに行っていました。

安くておいしくていつも楽しみにしていまし

た。冗談を言いながら話しかけてくれるスタ

ッフの皆さんも面白かったです。楽しい時間

をありがとうございました。 

 

私がはじめに訪れたのは入職してしばら

くの時、ふらっと立ち寄った時です。チ

キン南蛮が日替わりメニューだったので

すが、初めて食べてとても美味しかった

のを覚えています。それから家での定番

メニューになりました♡ 

美味しいのはもちろん、スタッフのみな

さんアットホームな雰囲気でとても素敵

な空間でした。なくなってしまってとて

も残念です。いい思い出をありがとうご

ざいました。 

 

 

わたやさんのおいしいお弁当は、働く主婦の

強い味方でした。また、手作りのおいしいお

弁当が食べたいです！！味付けも参考にさせ

ていただきました。 

 

いつもおいしいご飯を作ってくれてあ

りがとうございました。特にナポリタン

とハンバーグが好きでした。またどこか

で食べられたら是非とも食べたいで

す！！待っています！ 

 

お弁当を注文させていただいていました。

とってもおいしかったので残念です。あり

がとうございました。 

 

上手い！早い！安い！の三拍子がそろってい

るのは「わたや」さんがピカイチでした。今ま

でおいしい料理をありがとうございまし

た！！皆さんお疲れさまでした。 

 まだまだ「わ

たや」さんで

食べたかっ

たです。あり

がとうござ

いました。お

疲れさまで

した。 

 

長い間ありがとうございました。そして、

わたやさんの復活を願っております。署

名書きます。 

 
いつもおいしい食事をありがとうございまし

た。同僚と食事しながらのおしゃべりは大変

楽しかったです。復活を待っています。 

 

いつもおいしくて、あたたかい食事をありがと

うございました。たくさんの職員の笑顔、患者

さんの喜び忘れません。「わたや」のコーヒー、

一生の宝物です。 


