
 

  

 

 

ポテト完売！！ 10 月 15 日 健康まつり「まつもとていの店」 

友の会 40 周年・城北病院 60 周年・城

北クリニック 20 周年の健康まつりは、

天候が心配される中 10 月 15 日（日）こ

れまでのように城北クリニックをメイ

ン会場に行なわれ、1500 人が参加しま

した。メインステージでは時局を風刺す

るコント集団ザ･ニュースペーパーが 2

回公演し、参加者を楽しませました。恒

例のガラポン抽選では新米 2キロを 200

人があてて呼び鈴がなり響きました。 

 「まつもとていの店」は提供を受けた

品での 10 円バザーと遠方の津幡の畑で

育てたサツマイモで作った大学ポテト（200 円）の商品を完売しました。残ったサツマ

イモは後日のサロンで食べましょう。 

「毛布、欲しいがや」「パジャマないが？」 

今年の冬物ゼロ円ショップは、10 月 25 日（水）

に行なわれ、信州大学の医学生や金沢大学の福

祉を目指す学生など 30 人ほどが参加する盛況

でした。学生さんもお手伝いしたり、参加者と

交流しました。10 時から始まったゼロ円ショッ

プはたくさんの品物が展示され、「始って以来の

規模」と言うほどたくさん並びました。10 人余

りの人が品物を提供してくれました。 

「冬物」というだけあって、防寒着・セータ

ー・下着・靴下等が並べられました。始まるときは時折小雨が降っていましたが、終わ

る頃には雨もやみました。それでも抱えきれないほどの買物をして、車で運んでもらっ

た人もいます。 
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☆おでん、カレーなど用意します。ビンゴゲームで素敵な景品当てましょう。 

好きな時間に参加してください。後日、参加券を販売します。 



☆まつもとていサロン☆ 

 

 

 

 

600 匹釣れたぞ・・・アジ釣り会 

 10 月 2 日（日）曇り空の天気の中。早朝 6 時半出

発で約 2 時間、金沢港に集まった 10 人が糸をたれ

ました。「釣れるわ釣れるわ」の入れ食い状態で、

あっという間にクーラーボックスが一杯になりま

した。豆アジは水の表面近くに回遊しているので、

それより深いところを狙って仕掛けを下ろした方

がいいということになりましたが、浅いところを泳

いでいる豆アジが食いつきます。「一匹位ならもう

いい」と言わんばかりに、引いても竿を上げず、置

いたままの人も出る始末。 

1 時間ほど経った頃、ゴイサギが小魚をエサに狙って後ろから近づいてきました。「わ

しの仲間や」と言って釣ったアジをエサとして投げるＫさん。喜んだサギは一気に飲み

込みます。本当はこんなことをすると空を飛んでいる仲間が降りてくるのでやってはい

けませんが、それほど釣れたということです。 

 「何を釣っているんですか？」と夫婦が近寄って来ました。群馬から観光で来たので、

釣が珍しかったのです。大野の醤油屋さんや神社へ行きたいとのこと。ちょうど集合写

真を撮るところだったので、シャッターを押してもらいました。 

 そのうち午後から降るという予報の雨が落ちてきました。ということで 9 時前に今回

はおしまいにしました。Ｙさんが早起きしてオニギリをつくってきたとい

うので、横の「生き生き市場」が開店するのを待って食べようとしたら、

一台の車が帰ってしまい、結局その場で解散となりました。 

今年 2 回目の釣りですが、今回は小さなアジで、Ｓさんが「どうやって

食べるがや？」と言いましたが、結局小さなアジは天ぷらにしてサロンで食べることに

 [主な行事]   

11 月８日（水） サロン 生保学習会 

11 月 15 日（水） サロン 映画会 

11 月 29 日（水） サロン 大根収穫祭 

12 月 20 日（水） サロン クリスマス会 

12 月 27 日（水） サロン 今年最後のサロン 

1 月 3 日（水） サロン 休み 

1 月 7 日（日） 新年会  

1 月 10 日（水） サロン 2018 年初回のサロン 

まつもとてい  11 月～12 月の予定 

毎週水曜日 場所：まつもとてい 時間：午前 10 時～午後 3 時 

 



なりました。少し大きい小アジも 20 匹程あり、「マリネ」にすることになりました。 

市議会報告 森尾よしあき市議 

金沢市議会報告は 9 月 27 日（水）に行な

われ、森尾市議が報告しました。参加は 15 人 

でした。 

森尾市議は「国会が解散になる。毎日新聞

は『もりかけ問題が宙に浮く』と書いた。消

費税 10％への引き上げを実施すると言う。疑

惑に答えず国会を私物化している。加計には

100 億円が出される。お友だちだった籠池夫

妻は刑務所の中。3 分の 2 の議席を占めると

憲法改悪を行なう、安部政権にノーの審判を。

共産党は全国で 850 万・比例北陸信越ブロックで 2 議席を。小選挙区では野党統一候補

を追及中と述べました。 

ごみ問題の市政アンケートは現在集約しているが 1800 枚ほど返ってきている。7 割

は納得せずと。知らない人が圧倒的。 

○パチンコ・ギャンブルをやる人の生保は打ち切ったことがある。  

△パチンコは個人の自由だ。ギャンブルはのめり込むといけない。  

○先日の豪雨のときの避難は「自主避難」か？避難所がどこにあるかわからないと意味

ない。 

△自主避難だった。防災無線は聞き取りにくい。  

○ごみ問題で大徳地区は統一ごみ袋を使用しているが、どうなるのか？  

△市の指定袋以外は例外を認めないと言っている。資源ごみの回収は、業者に委託する

方法を考えているようだ。育友会の資源回収があるが、ボランティアに出る人が確保

できなくなってきているということだ。 

○ネット製品はかなりごみが出る。 

△生健会の生活困難な人には無料配布をという署名は 500 ほど集まっているので、森尾

市議と相談して提出したい。 

県議会報告 佐藤正幸県議 

県議会報告は 10 月 11 日（水）行なわれ、佐藤県議

が報告し 11 人が参加しました。 

佐藤県議は谷本県政でいかに税金の無駄遣いがあ

ったか。借金が 3 倍にもなり、民生費は全国でも下位

になり土木費が増えた。突然総選挙になった。説明責

任を果たさないまま解散。消費税引き上げは国民の生

活を破壊する。希望の党では生活と平和を守れないことなどを報告しました。  

○北朝鮮のミサイル発射問題と日本の安全をどう守るか。  

○朝鮮戦争は「休戦協定が結ばれていないのでいまだに戦争状態だ」  

やるべきことは言葉のエスカレートでなく対話を。「言うことを聞く相手でない」と

いう見方があるが、安部さんは日本の軍事力強化の理由にしている。  

○森林税とは何か。 



  石川県は一人 500 円集めているので年間 25 億円くらいになるか。山が荒れる対策

にあてているようだ。共産党は設置に反対したが、その後は態度を変更し継続には反

対しなかった。しかし、国も森林税を集めようとしているので、税金の二重取りだ。 

 

 

ある日の相談を紹介します 

問い）A さんは生活保護を受け、アパートに一人暮らしでしたが、足腰が弱ったため、

施設に入所することになりました。アパート退去時に、大家さんから修理代として数十

万円の請求書が届きました。「とても払えない！どうしたらいいですか？」と相談があ

りました。 

答え）アパートなどの場合、退去する際に部屋を元通りにすることは、通常、大家さ

んがその義務を負うことになっています。しかしわざと壊したり、傷つけたと認められ

た場合いは、借りた人に求められる場合があります。その場合の通常は契約時に支払っ

た敷金で清算されます。 

契約時に敷金は生活保護から支給されていますから、その範囲内での修理であれば問

題なかったのですが、今回は敷金を上回る金額での請求が発生したために、問題になっ

てしまいました。 

残念ながら現行の生活保護法では、それ以上の支給は認められません。 

A さんはわざと傷つけることはしていなかったため、弁護士に相談をし、

解決をはかることになりました。弁護士費用は法テラスを利用したため、無

料となり心配なく対応してもらうことができました。 

 こういったトラブルを防ぐためにも、アパート入居時には、必ず写真を撮っておくこ

とをお勧めします。 

 

◎「憲法改悪に反対する政党・議員が増えた」10 月 22 日投票の総選挙結果 

 選挙直前に民主党が希望の党に合流する流れが起こり、市民運動に分断が持ち込まれ

ましたが、立憲民主党が結成され（県内でもできた）・社民党・共産党・無所属など、

憲法改悪に反対する議席が増えました。しかし、自公両党を始め希望の党・維新の会な

ど憲法を変えようとする議員も 3 分の 2 以上の議席を占め、予断を許せません。 

 マスコミは「自公と希望の党など・立憲民主党などの三極に別れた」「改憲派が 3 分

の 2 を超えた」ことを盛んに強調しました。ところが実際は、自民党も公明党も議席を

減らしたのです。 

◎憲法９条改憲ＮＯ！全国市民アクション３，０００万署名 

 安部政権は「2020 年オリンピック前に憲法を変える」と宣言し、通常

国会に提案するとともに、「2018 年秋にも国民投票を行なう」スケジュー

ルを描いています。 

 ・署名運動で国会を包囲し、世論の力で憲法改悪をストップさせましょう。 

 ・パンフレット等を活用して憲法学習を進めましょう。 

 ・県民集会・デモなどできる行動でアピールしましょう。 

医療福祉相談室連載 

退去時に原状回復費用の請求を求められたら・・・どうすれば

いい？ 
城北病院 医療ソーシャルワーカー 北崎美穂子 


