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草取りとペチュニアを植えました 
花壇に職員と会員 90人余が汗流す 

５月９日、午前９時から大町病院周辺の環境整備事業として花壇の草取りとペチュニアの花 80 鉢をプラ

ンターに植え玄関ロータリーに配置しました。開会は藤本圭作病院長の就任の挨拶を兼ね、スタートの挨拶、

続いて事務局から作業の流れと作業上の注意について、草取りの場所と植えられている植物についての説

明の後作業に入りました。 

此の日は薄曇りの天気で、サポーターの会と病院職員総勢 80人超が参加し、作業に当たりました。 

藤本圭作院長先生、青木俊樹、高木哲副院長先生が先頭にこれまでにない大勢で一気に作業が進みました。 

10 時ころには東門や駐車場内の花壇や病院周辺の花壇・駐車場はきれいに草取りがされ、植栽の花が生き

返りました。草取りが終わったところで参加者全員がペチュニア 1鉢ずつをプランターに植え、玄関前のロ

ータリーに並べられました。桜の樹の下のやまゆりや芍薬の花も楽しみです。最後に降籏剛会長が「新型コ

ロナでなかなか活動できない。今後でできるだけの取り組みをし、サポーターとしての役割を果たしていき

たい。」と挨拶し閉会しました。 

作業が終わって、お茶菓子やお茶が参加者全員に対応できず、参加した皆さんには迷惑をかけました。 

尚、病院労組よりジュースを、用務で出席できなかった太田久彦先生（健康管理部長）からお茶を、たくさ

ん差し入れていただきました。有難うございました。 

参加者受付通過分（順不同・敬称略） 

松澤絹枝 遠藤照子 塩島利江 倉科有希 大日向明 西牧俊郎 等々力久志 中島一郎 鷲澤徳司 中村萌  福島愛 

西澤千文 西澤範子 西澤秀一 栗山千穂 手塚祥子 鷲澤明美 池田渓子 倉科幸 渋田見洋子 相澤文人         

清水香代子 清水あさひ 近藤さと美 奥原怜香 曽根原富美恵 浅田めぐ美 丸山すみゑ 山口悦子  高森秀子   

若松郁 西沢喜吉 黒岩良介 北澤孝一 牧瀬明美 宮内伶菜 降旗菜穂子 藤本圭作 坂井征洋 相澤陽介 田川哲也     

西澤三千代 牧野幸 坂井賢 矢野佳奈 小浪和正 中原こず恵 渋田見博 松下吉邦 花澤さとみ 畠山智貴    
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丸山令江子 西澤良忠 白井美佳  白井さくら 児島佳代  吉田さやか  平林偉美子    竹村公亮 長澤奈美    

西澤くみ子 羽田誠暁 若林茂男 赤羽健次 武井康訓 武井晴明 津野尾里美 伊藤道子 伊藤美紗 伊藤ララ   

平林ひろい 川上晴夫 中村薫 降旗いずみ 鳥羽嘉明 高木哲 青木俊樹 高橋博久 降簱剛 

 



3 

 

サポーターの会、市民の皆様のご支援は不可欠 
大北地域においては無くてはならない大町病院   

大町市病院事業管理者兼市立大町総合病院長挨拶 

藤本圭作 

 4月 1日より井上先生の後任として、大町市病院事業管理者兼市立大町総合病

院長に着任いたしました。私は信州大学医学部を卒業後、昭和 56 年に草間昌三

教授が主催する信州大学医学部内科学第一教室に入局しました。入局当初に、大

町病院の外来にお世話になり、百瀬邦夫先生には病棟で患者さんの診察の仕方・

診断につきご教授いただき、北原 修先生には食道・胃バリウム、注腸検査のご

指導をいただきました。その後、いくつかの県内の病院勤務、米国への留学を経

まして、准教授となり、平成 20 年に信州大学医学部保健学科検査技術科学専攻

に教授として異動となりました。これまで呼吸器内科（特に喘息・COPD）、内科アレルギー疾患、睡眠呼吸

障害、過眠症を専門としてきました。この臨床経験を生かし市立大町総合病院に着任後、呼吸器内科外来と

は別に専門外来としていびき・居眠り外来（月曜日午前）と咳・息切れ外来（金曜日）を開設しました。ま

た、外来担当医師の専門性も明示いたしました。現在、大町病院ホームページを更新中です。 

 当院は北アルプス医療センターあづみ病院や地域の診療所等と連携しながら皆様と共に地域医療の支援

をおこない、市民の皆さんが安心して受診していただける病院、市民の皆さんに支えていただける病院を目

指します。さらに地域包括ケアシステムの一翼を担い、市民の健康増進、医療・介護の充実、疾病予防に努

めて参ります。当院は第 2 種感染症指定病院として新型コロナ等の新興感染症に積極的に関わっていくべ

き病院です。新型コロナ感染症は第 4波の到来により患者の増加が予想されます。医療崩壊を起こさないた

めにもワクチン接種に尽力して参ります。院長として病院の理念である地域に密着した温かく誠実な医療

を実践することを第一に考え、在宅医療、訪問診療をより充実させ、市民健康講座などを通して市民の皆さ

んに健康維持・増進のための情報も発信していきたいと考えています。当院は井上前院長をはじめ病院スタ

ッフの努力により赤字経営から脱却し黒字経営となっています。今後も健全な経営を維持していくために

は、サポーターの会をはじめ市民の皆様のご支援は不可欠と思っています。私は当院の新人研修で皆さんの

お話しをお聞きしました。当院に赴任して 2ヶ月弱ですが、病院スタッフが病院を良くするために努力して

いる姿と、診療所をはじめ大町病院関連施設への訪問を通して、市立大町総合病院は大北地域においては無

くてはならない病院であることを痛感しました。今後とも何卒ご支援ご協力をお願いいたします。 

サポーターの会が新入職員に歓迎と激励のご挨拶 
4月 1日、大町病院へ新たに就職された皆さんのガイダンス

の中で、サポーターの会降簱 剛会長が激励と歓迎の挨拶とサ

ポーターの会の活動内容を紹介しました。「大町病院への就職

ありがとうございます。いま大町病院は地域医療を守るため、

新型コロナ対応に、一丸となりその最前線で取り組んでいま

す。市民は大感謝で、感謝の声が沢山届いています。みなさん

も地域医療を守るため頑張ってください。病院を応援するサ 

   ポーターの会の取組状況をパワーポイントを使いお話します。」 

今年度の入所職員は 11人です。 
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第 12 回総会書面決議開票結果 
すべての議案に同意いただきました 
令和 3 年度総会（第 12 回）は昨年に続き新型コロナの感染のため書面決議とし，議案書を 4 月 23 日発

送ました。投票締切の５月１０日までに寄せられた投票はがきは 230 通でした。 

5 月 11 日午後 5 時から総合福祉センターで幹事会の 8 人により開票が行われ、寄せられた投票はがき全

通が同意（賛成、白票 2）でした。 

送付時に無投票は同意とみなすことを断りましたのですべての会員が同意したことになります。 

これにより令和 2 年度の事業活動、同決算、令和 3 年度事業計画、同予算は可決成立しました。また会則の

一部改正は成立しました。新年度役員は次のとおりです。 

会 長  降簱 剛  

副会長  海川 明文 柳澤 英幸 

副会長兼事務局長 渋田見 博 

次  長 塩原 義夫 川上 晴夫 相澤 文人 内山 博 松下 吉邦 中島 一郎 高橋 博久 

幹   事 勝野 礼二（大町）川上 洋(大町）丸山 令江子（大町）伊藤 芳行（大町）島田 元実（大町）             

若林 茂男（大町）西澤 和保（大町）大日向 明（社）遠藤 照子 （社）太田 美知子（平）松尾 忠久（平）             

清水 あさひ（常盤）鈴木 幸佳（常盤）酒井 孝芳（美麻）北澤 孝一（美麻）小浪 和正（八坂）                     

篠崎 久美子（白馬）田中 栄一（白馬）吉岡 久人（小谷）浅野 幸一（市職労  ）西澤 三千代 （病院労組） 

中原 こず恵（病院労組）興国 和美（女性団体）赤羽 健次（体育協会）西山 雄基（大町岳陽高）                  

坂井 征洋（病院）鳥羽 嘉明（病院）西村 彦一（薬剤師会） 

監  事 黒岩 良介 吉沢 義雄 

顧   問  種山 博茂 

 

はがきで寄せられたご意見、ありがとうございました 

・微力ですがお力添えさせていただきます K 

．ご苦労さまです。上記の通り回答させていただきます。宜

しくおねがいします。医療従事者全ての皆様に敬意を評し

感謝申し上げます。S 

‥会の行事に参加できなくて申し訳なく感じています。N  

・ご苦労さまです。みんなで頑張りましょう。U 

‥大変お世話になりましてありがとうございます。本年度もよろしくおねがいします。D 

．ご苦労さまです。宜しくおねがいします。K 

．大町病院を支えて頂き感謝申し上げます。宜しくおねがいします。Y 

・ご苦労さまです。W 

・係の皆様ご苦労さまです。M 

・日頃の業務などお疲れさまです。ありがとうございます。O 

・大切な市民病院。ご苦労さまです。M 

・ご苦労さまです。感謝申し上げます。U/T/M 

・将来に向け若者会員の入会必須。サポーターの会老若男女が理想！！学生会員とか小人会員も募り輪を広

開票作業する役員 
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げることも医療への理解が深まるのでは。A 

・コロナ禍収まりませんが協力できることさせていただ

きます。M 

・コロナ禍大変な状況下ご苦労さまです。S 

・コロナ禍の中でのご活躍ご苦労さまです。花植え等の

ボランティアいつも欠席ですみません。 

・役員の皆様大変ご苦労さまです。S 

・事務局の皆様大変ご苦労さまです。Y 

・病院のためにたくさんの活動をしていただいてありがとうございます。S 

・役員職員の皆様ご苦労さまです。コロナ禍の対応本当に感謝です。経営改善が進んでいることも感謝です。K 

・コロナ禍に重要な医療に従事されている医師、看護師・病院関係者の皆様には心から感謝と御礼を申しあ

げます。より一層サポーターの会の事業が応援に繋がりますように。K 

 

令和３年度分会費納入者  （順不同・敬称略） 令和３年 5 月 15 日現在 

福田實 牧野芳子 丸山一由 宮原洋 宮原幸子 松澤絹枝 矢口静人 荒井閑子 宮脇哲子 西澤千文 

縣信 縣美穂子 中島一郎 若林茂男 大日方明 内川孝 内川よし子 渋田見博 渋田見洋子 渋田見尚美 

山崎智子 松下吉邦 高森秀子  栗原洋子 中島節子 清水慎弥 清水香代子 松田英子 平林ひろい 

曾根原冨美恵 小林奈美 降旗正 降旗菜穂子 降旗いずみ 武田浩美 藤沢祐子 松井和子 山﨑一彦 

一志壽榮 小林元治 小林千恵子 竹村清 竹村いし子 小日向修 平林千恵 川上節子 松下直生 田

中美智子 坂井征浩 勝野健一 関一雄 北澤徳重 北原靖朗 松本武子 駒澤一明 井出好美 小池秀典 

鈴木幸子 伊藤芳行 縣和彦 坂井将夫 坂井文枝 北村利幸 北沢孝一 大日方宗仁 宮田一男 磯野恵子 

勝野富男 牛越充 高橋良夫 高橋美夕紀 遠藤照子 相模一男 島田剛志 沼田修治 傳刀正徳 鷲澤徳司 

松坂広 松坂恵子 中村康貴 高橋袈裟登 柳澤英幸 田中静子 黒田幸雄 北澤豊繫 降旗興平 松井一美 

降籏剛 降旗初美 酒井周一郎 仁科光晴 降籏寛次 原山奈々 小林弥生 倉科千秋 青木俊樹 北澤文子 

渡辺逸雄 林春美 塩原義夫 田尻正勝 相澤文人 平林みえ 矢口恵子 柏原一正 西澤礼子 小日向敦子 

北沢一人 小松公代 飯嶌永子 高橋政之 白沢千代子 吉岡久人 望月めぐみ 宮下文雄 大日方伸一 

西澤富江 武内元雄 浅野貢一 浅野久美子 酒井陽子 南部道雄 北村桂一 北村矢永子 北村明子 

北澤伸夫 小浪和正 松下俊行 太田久彦 吉澤義雄 和田由美子 矢口定男 小日向美春 海川明文 

赤羽健次 牧義雄 山本みゆき 伊藤正子 鎌倉一幸 丸山利子 原恵 山下好隆 牛越徹 勝野礼二 西澤忠司 

石川智朗 藤原賢司 宮澤正廣 太田武彦 中村義明 田中栄一 倉科健夫 浅見昌敏 内川賀介 諏訪光昭 

佐藤彰子 橋井弘治 石原学 丸山令江子 前田敏博 八角宣一 八角祥子 中村勝彦 丸山初枝 鈴木友子 

個人寄付金 西澤千文 中島滋 青木俊樹  

個人新規加入 清水俊邦 川上洋 池田渓子  

団体会費 

JA 大北農業協同組合 (株)井内工務店 (株)五竜 (株)奥村印刷所 (株)一木宮坂商店  (株)相模組     

吉原商店  明野施工  (有 )宮澤自動車  パウダーパフ  れんげ薬局   大町市スケートクラブ             

大町市女性団体連絡協議会 大町総合病院職員労働組合 信光実業(株)大町支店 (株)伊藤金物商会 (有)長

野クリーンサービス 明日香荘  (一社)大北医師会 (株)ハーヴェスタ・クリエーションズ (有)田中屋 

(株)大糸 (株)白馬フォーティーセブン (株)ピュアハウス (株)島崎組 大町石産(株) 北アルプス総合設

備(株) 日特工業(株) ありがとうございました。 

玄関前に飾られたオクナグサの鉢植

え 


