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令和２年度総会のご報告と新型コロナウィルスにちなんで 

ビハーラ秋田 代表 新川泰道 
(藤里町 宝昌寺住職) 

謹啓 会員の皆さまにおかれましては、日頃より当会の活動にご参加ご協力いただき、

誠にありがとうございます。 

 去る３月８日に今年度の総会を行いました。折からの新型コロナウィルス感染予防の

観点から各種会合などが軒並み中止や延期となる中で躊躇もありましたが、会場や参加

者の衛生管理に留意しながら無事に実施することができ、事業・決算報告や活動計画・

予算案にご承認をいただきました。例年より少人数の開催ではありましたが、新型コロ

ナウィルスに関しても情報交換の場となるなど有意義な機会となりました。 

 その後も沈静化を願っておりましたが、全国的に感染状況が深刻化し緊急事態宣言が

発令、社会生活に大きな混乱と苦悩を及ぼしながら今日に至っております。幸い秋田県

内での感染状況は一定の落ち着きを見せており（5月1日現在）、いわゆる“医療崩

壊”と言われる状態には至ってないものの、学校や地域経済の停滞、更には差別や偏

見、疑心暗鬼、対立感情など人々の「こころの問題」もまた看過できない状況です。 

 総会で計画した各種活動も、少なくとも今年前半は実施が難しく予定を変更せざるを

得ませんが、その中にありながら多少なりとも重ねてきたこれまでの蓄積とネットワー

クを生かし、新型コロナウィルスに関する地域に根ざした情報提供、少しでも安心や息

抜きを与えられるような試みを、微力ながら考えていきたいと存じます。 

 これまでの当会の活動の中で向き合ってきた“いのち”に関する諸問題は、人と人と

が顔を合わせ、手を取り合い乗り越えていくべきものでした。今はそれが容易にできま

せんが、物理的に距離をとっても「こころの距離」までも離れずに済むような工夫をし

てまいります。しばらくは試行錯誤が続くと思われますが、皆さまのご理解ご協力、ま

た忌憚のないご意見やご提案をお寄せくださいますよう、宜しくお願い申し上げます。 

■総会前には佐藤善廣事務局長による

「大館記念病院ボランティア活動報告」

も行われました。衛生管理など医療の現

場での振る舞いや患者さんとのコミュニ

ケーションなど、学びや気づきの多い体

験をさせていただいています。現在は新

型コロナ感染への懸念から活動休止中で

すが、早期の再開を願っています。 
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 平成31・令和元年度 ビハーラ秋田 年間活動報告 

     2019年1月１日～12月31日 

 月 日 行事 講師・担当者 会場 備考 

 1 24 ホスピス法話会 袴田 俊英 外旭川病院(秋田市)   

 2 13 事務局会・会計監査   虹のホール鷹巣   

   21 リポート78号発行 富樫 善明     

 3 
2 

ビハーラセミナー 「ネパール眼科医

療支援（アイキャンプ）について」 

小林 真 氏 

（小林眼科医院院長） ふれあいプラザ コムコム 

（北秋田市） 

25名参加 

   平成31年度総会     

   22 ホスピス法話会 袴田 俊英 外旭川病院(秋田市)   

 4 9 ニコニコ苑法話会 三浦 賢翁 ニコニコ苑(秋田市) 以降第二火曜開催 

   26 ホスピス法話会 新川 泰道 外旭川病院(秋田市)   

 5 14 ニコニコ苑法話会 新川 泰道 ニコニコ苑(秋田市)   

   28 ホスピス法話会 袴田 俊英 外旭川病院(秋田市)   

 6 11 ニコニコ苑法話会 三浦 賢翁 ニコニコ苑(秋田市)   

   20 ホスピス法話会 袴田 俊英 外旭川病院(秋田市)   

   25 ビハーラリポート79号発行 富樫 善明     
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ビハーラカフェ   

ふれあいプラザ コムコム 

（北秋田市） 

  

   

ビハーラセミナー 

「多田等観を知っていますか ～明治

期にチベットへ渡った秋田の僧侶～」 

池端 広樹 氏 

（秋田県立博物館 

主任学芸主事） 

35名参加 

 7 9 ニコニコ苑法話会 新川 泰道 ニコニコ苑(秋田市)   

   18 大館記念病院ボランティア研修 1名 大館記念病院（大館市） 事務局 

   24 ホスピス法話会 袴田 俊英 外旭川病院(秋田市)   

 8 26 大館記念病院ボランティア研修 4名 大館記念病院（大館市） 
※新川泰道  藤井慶昭 

 蔦谷達徳 佐藤善廣 

 9 4 大館記念病院ボランティア研修 4名 大館記念病院（大館市） 以下、※は同メンバー 

   10 ニコニコ苑法話会 新川 泰道 ニコニコ苑(秋田市)   

   25 大館記念病院ボランティア研修 4名 大館記念病院（大館市） ※ 

   30 ホスピス法話会 袴田 俊英 外旭川病院(秋田市)   

 10 8 ニコニコ苑法話会 三浦 賢翁 ニコニコ苑(秋田市)   

   16 大館記念病院ボランティア研修 4名 大館記念病院（大館市） ※ 

   24 ホスピス法話会 袴田 俊英 外旭川病院(秋田市)   

   28 

ビハーラセミナー 

「「親なき後」とは何か ～障がい福祉

のテーマを超えて考える～」 

桜田 星宏 氏 

（秋田虹の会理事長・

虹のいえ施設長） 

やすらぎホール とわに～ 

（能代市） 
２２名参加 

 11 5 大館記念病院ボランティア 4名 大館記念病院（大館市） ※ 

   12 ニコニコ苑法話会 新川 泰道 ニコニコ苑(秋田市)   

   21 ホスピス法話会 袴田 俊英 外旭川病院(秋田市)   

 12 8 「軽トラでいこうプロジェクト」街頭募金 
新川 泰道 

菅原 隆文 
いとく二ツ井SC（能代市） 台風19号被災地支援 

   10 ニコニコ苑法話会   ニコニコ苑(秋田市)   

   12 大館記念病院ボランティア 4名   ※ 

   19 ホスピス法話会 袴田 俊英 外旭川病院(秋田市)   

     ※事務局会は必要に応じて随時 
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YouTubeで「ビハーラチャンネル」始動! 

 前述の通り、現下の状況では｢ビハーラセミナー｣｢ビハーラCafé｣など通常の活動が

実施しづらい中、インターネットを活用した企画を構想中です。当会のキーパーソンや

これまでご縁のあった各方面の有識者の方々にビデオカメラ持参でインタビューを行

い、その様子をYouTubeチャンネルとして発信を計画中！軌道に乗るようでしたら、

これまで距離的に、あるいはスケジュールの都合でセミナーの講師としてお招き叶わな

かった方にもご出演いただけるかも…。 

 第１回目のご出演は、ビハーラ秋田副代

表の中嶋美枝子さんです。お題は「感染症

と隣り合わせの生活」。長年の看護師（元 

北秋田市民病院看護副部長安全管理者）と

してのご経験から、新型コロナに関して普

段の生活に役立つ情報や日常の中で思うこ

となどをお話しいただきます。近日中にオ

ンエア開始しますので、｢ビハーラチャンネ

ル｣で検索！(詳細はビハーラHPまたは

Facebookもご参照ください)。 

 また会員さんの中には、パソコンやネット機器に不慣れな方もいらっしゃると思われ

ます。どうかこの機会に「こんなの見てみたいんだけど…」と、ご家族やご友人に遠慮

なくご相談してみてください。新たなつながり、意外な発見があるかも知れません。 

 好むと好まざるとに関わらず、今回のコロナ以降は様々な分野で新たな取り組みが為

されることでしょう。｢ご年配の方はネットに疎いから｣｢私は機械類に弱いから｣と決め

つけてかからずに、この機会にいろんなチャレンジしてみることも必要かと思います。

ネットを通じても、アナログな人とのつながりを再確認できる機会になれば幸いです。 

 ご相談やお問い合わせは、電話 090-4041-9451(新川)までお気軽にご連絡ください。 

WEB版ビハーラセミナー(仮) 

インフォメーション 

※画像はイメージです 

循環器内科・小児科 

奈良医院  
〒018-3322 北秋田市住吉町7-1 

TEL 0186-62-1146 

FAX 0186-62-1194 

虹のホール 

0120-62-9997 
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入 会 

案 内 

事務局から 

新年度につき、年会費（2,000円）の納入をお願いいたします。 

なお、これまで郵便振替は加入者負担（赤枠）の用紙を使用しておりましたが、

近年の通信費高騰につき今年度より送金者負担（青枠）の用紙とさせていただき、

たいへん恐縮ですが振替料金(203円)のご負担をお願いいたします。 

郵便局のキャッシュカードをお持ちの方は、お手数ですが各郵便局のＡＴＭ(現

金自動預け払い機）操作により振替料金が割安になりますのでご利用ください。 

何卒ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

皆様からのご意見・ご感想・情報をお待ちしております。 

その他、住所変更などございましたら事務局までご連絡お願いいたします。 

ビハーラ秋田 事務局（大館市 本宮寺内） 

〒018-5752 大館市本宮字熊の下14 電話 0186-49-5173 

            Eメール vihara@jt.main.jp 

随時入会できます。各事務局までご連絡ください。 

ビハーラリポートや各種案内を送付させていただきます。 

         年会費   2,000円  

         郵便振替  02580-5-50937 

各 地 区 事 務 局  

能代地区 山田 俊哉 0185-58-2302（倫勝寺） 

藤里地区 新川 泰道 0185-79-1522（宝昌寺） 

二ツ井地区 木村 高寛 0185-73-2755（梅林寺） 

鷹巣地区 佐藤 俊晃 0186-66-2032（龍泉寺） 

大館地区 佐藤 善廣 0186-49-5173（本宮寺） 

森吉地区 奥山 亮修 0186-72-4143（龍淵寺） 

阿仁地区 今井 典夫 0186-82-2418（善勝寺） 

上小阿仁地区 保坂 康雄 0186-77-2750（福昌寺） 

合川地区 亀谷 隆道 0186-78-2344（太平寺） 

【編集後記】リポート担当の富樫さんは、新型コロナ対応で社会保険労務士とし

ての相談業務が急増とのこと、今号の編集を急遽代行しました。個人的には各種

行事の中止や延期で時間が空いたようで空いていない数週間でしたが、これまで

できなかったあれやこれやへのチャレンジを思い巡らしています。（新川） 


