
地域と医療を繋ぐ拠点みどりまち文庫ニュース 

2022年１月号 

月平均17.5回。会員実施の企画を含めていま

す。それにしても多い！ 

「居場所づくり」は自分に合った場を選べるこ

とが大事。医療にあまり関係がない企画もあり

ます。気軽に参加ください。 

2021年のイベント回数 

２１０回 

日常から医療に興味関心を持つ人を増やしたい 

「医療」「健康」「疾病予防」の分野と繋がりたい

人、興味を持つ人は多いみたい。“気軽に話す機会

が見つけられなかった”という声をよく聞きます。

「医療者にちょっと聞いてみたい！」を気軽に質問

できる人との出会い、健康なうちから医療・介護情

報を“気軽に耳にする場と機会を作る”。 

（株）瀬尾医療連携事務所は、日常から医療・介護

情報に興味が持てるきっかけづくりを目指していま

す。 

全国14都府県と繋がれるみどりまち文庫へ 

オンライン化が進み、全国14都府県会員登録があり

ます。住んでいる場所は違えど高齢社会・人口減少

から起きる課題は似ています。 

 

各地の医療連携の取り組みを共有したり、一緒に勉

強したりしながら、TTP（徹底的にパクる）しながら

自分の周りの課題解決に活かすこともあなた次第で

可能になるかも。。 

タイムリーな開催報告などの情報

は、（株）瀬尾医療連携事務所 

Facebookをご覧ください。 

タイムリーなイベント情報は 

オンラインみどりまち文庫グループを 

フォローください。 

2021年は、高校生と若者を中心とする令和３年度

若者地元魅力発見促進事業“若者「庄」学校ワー

クショップ”（委託者：山形県庄内総合支庁）に

関わりました。この出会いをゆるいつながりとし

て継続していくことも、2022年の目標です。 

社会課題は複雑に絡み合っています。弊社は俯瞰

し、多様な人たちと出会いながら地道に活動を進

めていきます。 

  株式会社瀬尾医療連携事務所 

      代表取締役 瀬尾利加子 

2022年も地道＆継続で「社会連携」を目指します！ 



.  

みどりまち文庫の予定     1月 2022年 
日. 月. 火. 水. 木. 金. 土. 

イベントの詳細・申し込みは「オンラインみどりまち文庫サイト」を 

フォロー。QR をスマホで読み込むと表示できます。 

※パソコンの場合は? こちら 

https://midorimachilab.peatix.com/ 
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Dada 年始休館 

瀬尾医療連携

事務所 年始休

業 
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～３日 

Dada 年始休館 

瀬尾医療連携

事務所 年始休
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～３日 

Dada 年始休館 

瀬尾医療連携

事務所 年始休

業 

 11:00-12:00 

とよみレシピ料理

教室 筋力アップ

レシピ 

みどりまち文庫 

  18:30~ 

りかこの部屋 

FB 配信 

9 10 11 12 13 14 15 

      

14:00~16:00 

食と薬の相談室 

ゆるっと Café 

Dada2 階 

9:30~10:00 

オンライン健康料

理配信  

16 17 18 19 20 21 22 

鶴岡商店街寒だ

らまつり 

みどりまち文庫会

員活動紹介、菓

子販売など 

11:00-12:00 

とよみレシピ料理教室 

脳活性化レシピ 

みどりまち文庫 

18:3—20:30 

第 4 回本気で人生

会議 ハイブリッド開催 

 18:30-20:30 

醸す club 

みどりまち文庫 
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28 29 

   

18:30-19:30 

第 20 回みどりま

ち文庫学習会~

看取り士~ 

 19:00-20:30 

他職種を知り・連携す

る学習会 

ハイブリッド開催 

21:00-22:30 

えら部~A-LOVE~ 

オンラインのみ 

 

 

19:00~20:00 

イチからの地域医

療連携～病院の

役割を知ろう～ 

9:30~10:00 

オンライン健康料理配

信  

11:00-12:00 

訪問栄養指導~がん

患者(急性期の場合) 

30 31 2月の予定 

★第 1 回障害分野の勉強会 2/2 18：00～19:00  

★とよみレシピ 2/2&2/21 11:00~12:00  

★オンライン健康料理 2/5＆2/19 9:30~10:00   

★あやさんの芋煮会 2/12 11:00~13:00  

★他職種を知り・連携する学習会～痛み止めの薬～ 2/22 19:00~20:30  

13:30~ 

みどりまち文庫紅

茶部(冬) 

みどりまち文庫 

 

 



いろんな企画が盛りだくさん 

申込：弊社企画はPeatixからチケッ

ト購入が必要です。QRコードを読み

取り、アクセスください。 

こちらの欄でご紹介する会員企画は、他にもあります。 

参加の場合は、各主催者への問い合わせが必要です。 

気になる企画がありましたら、info@seojimusho.comにご連絡ください。 

えら部～A-LOVE～  

認知症の母と癌の父に向き合った日々 

日 時 1/27 21：00～22：30 

参加費 会員500円、非会員2000円    

会 場 ZOOMオンライン 

りかこの部屋FBライブ配信：みどり

まち文庫の会員さんを紹介。今回は製

薬会社のMRが地域医療連携で活躍して

いる話をお聞きしましょう。 

第20回みどりまち文庫学習会 

～看取り士～ 

日 時 1/25（火）18：30～19：30 

会 場 ハイブリッド開催 

参加費 会員500円、非会員1000円  

第４回本気で人生会議  
日 時 1/17（月）18:30～20:30 

会 場 ハイブリッド開催 

参加費 会員500円、非会員1000円  

第８回イチからの地域医療連携 

日 時 1/28（金）19：00～20：00 

会 場 ZOOMオンライン       

参加費 会員500円、非会員1500円 

他職種を知り・連携する学習会 

「他職種が知りたい！呼吸器リハ

のこと」 

日 時 1/27(金) 19:00-20:30 

対 象 医療介護従事者 

参加費 会員500円 

会 場 ハイブリッド開催 

訪問栄養指導スキルアップセミナー    

～がん患者（急性期）             

日 時 １/２９（土）11：00～12：00  

会 場 ZOOMオンライン 

参加費 会員1000円、非会員1800円 



SEOオススメ！ご紹介 

〒997-0034 山形県鶴岡市本町1-7-45 

         まちづくりスタジオ鶴岡Dada3階 

               メール info@seojimusho.com 

株式会社瀬尾医療連携事務所 

12/22実施 

ありそうでなかった？ 

納棺師×医療者 
の情報交換の場 

「医療者に聞きたかったことがあったんです！」 

鶴岡市出身、現在は東京都で「あまねや」を起業

し、フリーの納棺師として働く丸山裕生さん。 

ある事情により、ネット検索で鶴岡市で訪問栄養

指導をしてくれる管理栄養士を探していたところ

弊社「みどりまち文庫」を見つけたそうです。 

 

メールで入会相談➡ZOOM面談を行わせて頂いたと

きの丸山さんのお話がとても興味深かったのを覚

えています。 

 

「納棺師として働く中で、病院などから帰宅され

たご遺体の状況で疑問に思うことがたくさんある

んです。でも、直接聞ける医療者を知らないし学

習したいとも思ってもその機会が少ないんです。

」そして「病院の看護師さんなどに伝えたいこと

もあるのです！」と。 

 

印象的だったのは、病院できれいにエンゼルケア

を行い、思い出の衣装に着替えてご自宅に帰って

こられたのに、お身体から多量の出血があり（小

さな穴があったそうなので点滴や経管栄養などで

しょうか）、着替えなければいけない事例があっ

たことを教えてくれました。（スライド画像：丸

山さん提供） 

 

亡くなったあとに起きていることを知る 

 

医療機関や介護施設にお勤めの皆さんにお聞きし

たいのですが、葬儀関係者からフィードバックや

、課題提起の相談を受けたことはありますか？ 

想像ですが、様々な理由でフィードバックしにく

い状況もありそう。私は、丸山さんと話をしてい

て「これは何かしないと・・・」と感じました。 

 

納棺師の仕事を知る 

まず弊社が行ったことは、みどりまち文庫会員の中

の医療者（医師、看護師、言語聴覚士等）に声をか

け、 ZOOM意見交換会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸山さんの止まらない「なぜ？」を医療者に教えて

もらいながらも、医療者側も葬儀の現場で起きてい

ることを知る機会にもなっていました。 

第19回みどりまち文庫学習会を実施 

 これは、みどりまち文庫会員がスピーカーとなり、 

一緒に学習する企画です。当日は市民、医療関係者、

葬儀業界など他分野から参加がありました。アンケー

トからも興味関心の高さがうかがえる学習会になりま

した。 

 

「最後までその人らしく」最後っていつのこと？ 

このスライドを見て、あなたはどう感じますか？ 

私は、緩和医療や在宅医療、地域医療連携などの学習

の場に長年参加する機会を得ていましたが、医療×葬

儀業界の連携の話題については、私にそこまでの視野

がなく、耳に入っていませんでした。 

しかし、今回の学習会により「これは必要な連携」と

確信しました。丸山さんとこれから考えて予定ですの

で、皆さんご一緒しましょう。 

 

【納棺師 丸山】で検索 ！➡ https://noukanshi.net/ 

 


