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この
「にじと健康」
は1,463人の組合員ボランティアによって手配りされています。転居時は住所変更届をお願いします。

これまでの「にじと健康」の記事がホームページでもご覧いただけます。
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新連載

﹁まちがいさがしの応

と 二 人 暮 ら し︒
﹁にじと

付しています︒今は奥様

今号よりシリーズで︑ご高齢でがんばって

募などは締切りがありま

健康﹂の配付は︑奥様と

おられる尼崎医療生協組合員のみなさんを

すよね︒少しでも余裕が

の貴重な夕方の散歩の時

ご紹介していきます︒

あるように︑届いたらす

間 に も な っ て い ま す︒

86

kumikatu@amagasaki.coop

がんばる
高齢者

光雄

難波・七松支部

松下
ぐに配るように心がけて

﹁
︵ ２か月に一度でな

…………………13面

います﹂と話すのは︑西

カルチャー教室受講生募集

︵４面に続く︶

…………………６面

く︶毎月でもかまわんの

新連載「虹の会」の介護

難波町５丁目に在住の松

…………………３面

やけれど⁝﹂
と語ります︒

東日本大震災救援

下光雄さん︑ 歳︒﹁にじ

お も な 記 事

と健康﹂を毎号十数部配

今号の

〝
﹁にじと健康﹂
の配付は貴重な散歩〟

〒661‑0033 尼崎市南武庫之荘11 12 1 ☎06‑4962‑4920 FAX06‑4962‑4921

出資金にご協力
いただきました。

２面

〝いのちの平等〟
を支える

を︑年に１回以上︑もしく

は定期的な増資にご協力を

お願いしています︒

6,003人の方々より、

にご協力をお願いしています

尼崎医療生協が取り組む

﹁無料低額診療事業﹂は︑

毎日放送やＮＨＫ放送でも

取り上げられ話題となり︑

多くの方の健康といのちを

守っています︒また︑入院

時の差額ベッド代をいただ

かない医療の実践に対して

も多くの感動の声をいただ

いています︒皆さまからの

出資金がこれらの取り組み

を支えています︒

１人でも多くの皆さまよ

り︑ 可 能 な 範 囲 で の 増 資
出資金増資は︑お近くの

病院か診療所︑訪問看護ス

テーション等で受付してい

ますので︑お気軽に声をか

けて下さい︒
また︑
集金にお

伺いすることも可能です︒

尼崎医療生協
組合員活動部
４９６２
電話
―
４９２０
―
06

７月末時点で､

１万人の出資金増資

２０１１年９月１０日

９月25日は、
組合員交流会にみんなで参加しましょう！

組合員交流集会タイムテーブル
と

き

９月25日（日）13時〜16時30分

ところ

尼崎市中小企業センター

13：00

全 体 会
30

14：00

人とつながり、支え合う
安心して暮らし続けられるまちをみんなでつくる
９つの物語

４事業所、５支部から発表

30

(移

展示コーナー

動)

班サークルからの展示

15：00

ミニステージ
30

体験企画

班・サークルが日頃の

①マジック

練習を発表

②フラワーアレンジメ
ント
③手芸

16：00

④折り紙
⑤脳いきいき教室体験
⑥班会メニュー体験

30

交流企画
①介護をしている家族

支部・事業所ニュース
コンクール展示

の交流会
②地域での助け合い活
動
③子育ての
ひろば

16時で終了します

２０１１年９月１０日

３面

東日本大震災

これからの支援活動について論議
続いています︒

だまだ先が見えない状況が

アとで進めていますが︑ま

政︑地域住民・ボランティ

波 被 害 か ら の 復 旧 に︑ 行

年になります︒現地では津

東日本大震災発生から半

から要望を聞き︑支援を行

問を行うことで直接被災者

避難所・仮設住宅・地域訪

準備を進めてきたこと︑②

ネータを配置して受け入れ

果の中で︑現地にコーディ

１しか参加できていない結

が阪神淡路大震災の３分の

ました︒①ボランティア数

での支援の振り返りを行い

ータ経験者を集め︑これま

援の方向性として︑

した︒また今後の支

の評価点を確認しま

生まれたこと︑など

々や団体との連携が

協連など︑地元の人

ープみやぎ︑宮城生

会長︑地域区長︑コ

法人︑仮設住宅自治

た︑③現地のＮＰＯ

援を行うことができ

地域や被災者への支

屋内のかたづけ

地域のネットワーク
づくりをさらに

医療福祉生協連近畿ブロ

うことで︑支援が届かない

尼崎医療生協・震災対策

被災者に寄り
添った支援を

出さない取り組みの強化︑

はこれからも続きます︒

災者に寄り添った支援活動

は言い難い状況ですが︑被

て復興へ︒まだまだ復興と

救援活動から復旧︑そし

とを協議しました︒

支援活動を展開していくこ

支援等︶の３つの視点から

創出を生み出す取り組みの

域復旧支援︵地域での雇用

健・医療・介護支援︑③地

づくり︑②仮設住宅への保

とに︑①支援ネットワーク

本部ではこれらの議論をも

庭の木の根を除去

などを出し合いました︒

築︑③仮設住宅で孤独死を

②支援ネットワークの構

げるようにする援助する︑

役割を地域が引き継

①コーディネータの

ックでは︑現地コーディネ

班長会議をひらき、支援活動の段取りを打ち合せ

核兵器も
原発もない世界を
︵１面から続く︶

年間続けた
タバコ屋

きた秘訣でしょうか︒若い

頃に胃潰瘍の手術を受けた

以外は︑ほとんどお医者さ

んにかかったことはないそ

うです︒

組合員さんの平和への想い

し た︒
﹁大庄地域に住む全

千羽鶴が参加者へ託されま

もありましたが︑幸い直接

始めた頃は戦争中で︑空襲

屋を営んできました︒店を

ら︑今のお住まいでタバコ

に訪れるだけです︒

所には年に一回の健康診断

も︶健康そのもので︑診療

した︒が︑ご自身は︵奥様

奥田さんの勧めで加入しま

医療生協には︑元理事の

今年の平和行進は７月７

を 集 め︑ 世 界 大 会 へ 届 け

の被害は受けずにすみ︑昨

年か

日から９日にかけてやって

る ﹂︑ そ ん な 願 い が 込 め ら

年廃業するまで 年間続け

松下さんは︑昭和

きました︒尼崎医療生協か

れた千羽鶴です︒

大庄３支部からは︑今年も

18

らは３日間で１０１名の組

原水爆禁止２０１１年世界大会

67

に す る 人︒ 大 変 な 暑 さ の

歩くことでその想いを形

をやめません﹂の文字︒

くなるまで私達は歩くこと

る方の背中に﹁核兵器が無

暑い中︑一日中行進をされ

功に終わりました︒非常に

合員・職員の参加で無事成

くことが出来なくとも平和

も千羽鶴に込められたので

れば⁝︒今年はそんな想い

しれません︒原発さえなけ

早い時期に立ち直れたかも

た東北地方︒天災だけなら

れらが全て悲しみに流され

苛立ちの日もあります︒そ

も憂鬱な事も︑楽しい日も

何気ない日常︒嬉しい事

ています︒

段︶の研究などを昼間はし

になり︑大好きな将棋︵三

お店が今ではそのまま居間

ったと︑笑って話します︒

問をされても答えられなか

吸わず︑お客さんに味の質

に︑ご自身は全くタバコを

ました︒タバコ屋さんなの

のが印象に残りました︒

ますよ﹂と力強く話された

﹁まだまだがんばっていき

たまに顔を出しています︒

や街頭での宣伝行動にも︑

医療生協の健康チェック

して︑毎年ひらいて

器を廃絶する運動と

た︒全世界から核兵

バやイワシなど背の青い魚

活︒肉はあまり食べず︑サ

就寝︑という規則正しい生

毎日７時に起床︑ 時に

10

︵取材／山口寛︶

中︑行進する人達に冷たい

診療所に行くのは

しょうか︒

いるこの大会へ尼崎

と野菜が大の好物という食

健診の時だけ

医療生協からは５名

生活が︑長く健康を支えて
田診療所ブロック・

が参加しました︒本

会がひらかれまし

て原水爆禁止世界大

８月６日から９日にかけ

への思いは同じです︒

労をねぎらう人︒たとえ歩

お茶を提供することでその

67

４面
２０１１年９月１０日

２０１１年９月１０日

５面

生協・虹のネットワー

員様をはじめ尼崎医療

日頃は患者様・組合

皆さんこんにちは︒

扱っています︒

療機関の処方箋を取り

ンター﹂など様々な医

﹁大阪市立総合医療セ

ク﹂
﹁関西労災病院﹂

掲載される時点では実

までなのでこの記事が

す︒実習期間は７月末

学５回生の女性１名で

男性１名︑兵庫医療大

神戸薬科大学５回生の

を受け入れています︒

生２名の長期実務実習

は︑５月半ばから薬学

グループ会議﹂にも参

ニター委員会﹂
﹁薬害

価委員会﹂
﹁副作用モ

剤師が集まる
﹁新薬評

した︒兵庫民医連の薬

里﹂の見学を実施しま

老 人 ホ ー ム﹁ あ ま の

事 委 員 会 ﹂︑ 特 別 養 護

ァ﹂や生協病院の﹁薬

薬剤師・事務職

約２４０枚で︑

均処方箋枚数は

ます︒１日の平

くさん受けてい

らの処方箋をた

共に生協病院か

置し︑すぐ隣の﹁いち
ご薬局北店﹂と

患者様とお話できる機

薬学生にとって実際に

ではないでしょうか？

た方もいらっしゃるの

からお薬を受け取られ

か？﹂と頼まれ︑学生

て頂いてよろしいです

は実習生にお渡しさせ

ご薬局の窓口で﹁今回

患者様の中には︑いち

組んでくれています︒

んで毎日真面目に取り

りいちご薬局に溶け込

ですが︑今ではすっか

習が終了しているはず

で１名・かりん薬局で

局で２名・つくし薬局

名︑今年度はいちご薬

年度はいちご薬局で１

㈲ヘルス企画では昨

受け入れてゆく方針

今後も実務実習生を

ました︒

れ短い発表にも挑戦し

方法﹂についてそれぞ

服用方法﹂
﹁薬の保管

にもお邪魔して﹁薬の

また組合員さんの班会

加して貰っています︒

の皆さまにはご協力を

ので︑引き続き関係者

け入れてゆく方針です

務実習生を継続的に受

後もヘルス企画では実

会と考えています︒今

学生や学校関係者に知

保険薬局﹂の特色を︑

は︑後進の薬剤師育成

し た︒ こ の と り く み

務実習生を受け入れま

１名の計４名の長期実

民医連の保険薬局を体験

ク関係者の皆様には大

員を合わせると

会はとても貴重なもの

よろしくお願い致しま

変お世話になっており

名を超える大

です︒その節はご協力

す︒

いちご薬局は尼崎医
療生協病院の正面に位

患者様とお話できる

規模薬局です︒

ありがとうございまし

︵いちご薬局

今年いちご薬局で

っていただく貴重な機

前原 花奈子︶

FAX：06‑4962‑3920

電話：06‑6480‑8200

尼崎市南武庫之荘11丁目12‑14

ます︒

生協病院の他に

た︒また様々な医療連

機会はとても貴重

も﹁あおぞら生

携を学ぶ意味で萌クリ

への寄与と﹁民医連の

協クリニック﹂

ニックの﹁在宅カンフ

﹁生協歯科﹂
﹁萌クリニッ

20

虹のネットワークのページ
ヘルス企画
有限会社

〒661‑0033

ヘルス企画

有限会社

長期実務実習

ヘルス企画
株式会社

６面
２０１１年９月１０日

員との絆・地域との絆︒

です︒利用者間の絆・職

今年のテーマは﹁絆﹂

ました︒

まの里夏まつり﹂を行い

８月６日︑第５回﹁あ

作りました︒

れぞれ︑利用者の方々で

ステイ・デイサービスそ

ぐ︶を︑特養・ショート

真左下＝笑顔で手をつな

ーフにしたちぎり絵︵写

トワークちゃん﹂をモチ

って別のものを

着たから﹂と言

が﹁これは去年

認知症のある方

おうとすると︑

て楽しんでもら

の方に着物を着

も︑太鼓や笑い声いっぱ

毎晩練習した踊りを披露

が広がりました︒職員も

食事できない方

した︒一人では

て︑楽しまれま

い表情になっ

まんざらでもな

は嫌そうだった

選んだり︑最初

東日本大震災の報道や支
実感した人と人との
﹁絆﹂
︒

援活動を通じて大切さを

方も着てみると

この日︑職員が利用者

みんなで
楽しい一夜

夏祭りを利用者の方と
職員みんなで作り上げよ
う と 企 画 し︑
﹁虹のネッ

第５回 あまの里夏まつり

〝絆〟〜笑 顔 広がって〜

いの中で﹁まだ部屋に帰

し︑利用者さんから﹁よ

で︑屋台の食べ物に舌鼓

りたくない﹂

ことにあまり

を打ち︑かわいい朝鮮舞

うがんばったね﹂の声を

興味を示さな

踊に見惚れ︑職員の出し

と遅くまで参

い方が︑おい

物 に 大 笑 い し︑ 最 後 に

約３００名の方の参加

なりさんを手

は︑屋上から淀川の花火

かけていただきました︒

に持って楽し

を見物して︑夏の一夜を

加されたり︑

そうに食べら

過ごしました︒

ふだん食べる

れるなど︑利

︵
﹁あまの里﹂施設長

髙島博子︶

用者のみなさ
んの中に笑顔

２０１１年９月１０日

７面

家庭医の役割

〜理想的な社会を目指す〜

家庭医療について知って
いただければと思いま
す︒

の役割と考えています︒

日本人みんなが
幸せな人生を

大学は山形大学に行きま

科などの研修をすること

小児科︑産婦人科︑精神

問題の全てに対応する医

わらず︑患者さんの健康

﹁ 年 齢︑ 性 別︑ 疾 患 に 関

で す が︑ 教 科 書 的 に は︑

﹁家庭医療とは何か？﹂

く︒それぞれの人が好き

入院して治療を行ってい

時には専門医への紹介︑

てもらいながら︑必要な

家庭医に外来︑往診でみ

自己負担がなく︑近くの

理想的には︑医療費の

した︒卒業後は関西で働

が必修になっているので

師が家庭医であり︑家庭

な時に︑好きな場所で安

家庭医療とは何か

きたいという憧れがあ

すが︑その後は自分の興

医が行う医療が家庭医

心して暮らしていける︒

広樹

こんにちは︒７月から
り︑２００５年に兵庫民

味のある専門科を選んで

療﹂ということになりま

西本

ナニワ診療所の副所長と
医連尼崎医療生協病院に

研修を行います︒

ナニワ診療所 副所長

なりました西本広樹で
就職しました︒

僕自身も家庭医療につ

になれるようにみなさま

生を送れる︒そんな社会

日本人みんなが幸せな人
いてはっきりわからず︑

と協力しながらよりよい

す︒

研修で家庭医療の勉強を

日本になれるように働い

僕自身は家庭医療に興
医療の研修を３年間︑そ

しつつ︑診療所で２年間

ていければと願っていま

医師になって２年間は

の後１年在宅医療研修を

実践しながら少しずつ理

す︒

紹介からさせて頂きま

行い︑７月からナニワ診

解できてきました︒診療

味がありましたので家庭

療所で家庭医として働い

所の地域の患者さんの健

初期研修で内科︑外科︑

ていきたいと考えており

話をさせていただきまし

庭医療について簡単なお

先日︑ナニワ診療所で家

い方も多いと思います︒

れていません︒ご存知な

まだまだ一般的には知ら

て︑家庭医療については

ただ今の日本におい

かけていくことも家庭医

仕組みになるように働き

ついても理想的な医療の

なっている医療の問題に

る︒そして︑現在問題と

問題解決のお手伝いをす

わせて外来︑往診などで

れの患者さんの事情に合

康問題について︑それぞ

ろしくお願いします︒

る予定です︒これからよ

準備ができ次第お伝えす

きたいと考えています︒

チンなどに取り組んでい

て︑小児科︑小児のワク

︵ＮＨＫ﹁プロフェッショ
ナル﹂のテーマ曲が聞こえ
てくるのをイメージして︶

た︒これからも少しずつ

最初の取り組みとし

ます︒

す︒茨城県鹿嶋市出身︑

す︒はじめに簡単な自己

⑯
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９面

「脳いきいき教室」イン
ストラクター養成講座

高須支部が貯筋体操

﹁たくさん食べて寝て︑

大庄西支部主催

子育て健康講座

アルバム
の
虹

す く 報 告︒
﹁子どもに菌が

すい病気についてわかりや

ら︑子どもが夏にかかりや

敬良所長が冗談を交えなが

うさんが参加しました︒森

名の若いおかあさん・おと

西支部主催︶を開催し︑９

﹁子育て健康講座﹂
︵大庄

おかあさん ・ おとうさん

についても報告しました︒

リオの不活化ワクチンなど

から︒また︑同時接種やポ

大企業優先﹂になっている

のが多く︑それは﹁政治が

ンが日本では有料であるも

リカなどでは無料のワクチ

そのほか森所長は︑アメ

大切です﹂と話しました︒

入らないようにするのは難
は︑興味津々︑次々と質問

７月 日︑本田診療所で

し い︒ た く さ ん 食 べ て 寝
が出されました︒

きりんはうすで
「歯みがき講座」
グループ﹁にじの食事
会﹂
︒今回は﹁にじと健
康﹂掲載のメニューで

〝朗読入門講座〟
長洲
教室﹁先生の朗読に
聞きほれます﹂

浜甲子園支部
﹁料理教室﹂
にぎ
りずしと潮汁

ナニワブロック・まちかど健康チェック

て︑日頃からの健康維持が

13

健康維持が大切﹂

西昆陽支部で認知症学習
会
人も集まりました

﹁子ども応援ひろば﹂
子ども・お母さんたち
が次々参加しています

尼崎医療生協病院緩和ケ
アボランティア ・ 見守り
ボランティア養成講座

阪神尼崎駅前・中央公園
で「反貧困よろず相談会」
「個人情報保護」学習会

富松支部﹁土いじり﹂班
キュウリのネットをは
っているところ

南武西支部︑グルー
プ
﹁ も ち の 木 ﹂共 催
〝社保・平和バザー〟

阪神土建西宮支部夏祭りで健康
チェック
下坂部支部の水墨画班
「葉っぱ描くの難しいね」

36

２０１１年９月１０日

健康づくり委員会からのご案内
ヘルスアップ 12コース

保健講座開講

秋の取組みイベント

脳いきいき教室

健康習慣にチャレンジしましょう！
体操、運動、ウォーキング、食事、睡眠、
体重測定、頭の体操、歯磨き習慣
60日間で40日の実施
グループでも、お一人でも

10面

各地で開催しています
９月25日組合員交流会で体験してください
★地域住民が自主的に認知症を予防する活動です
★プログラムをもとに６ヶ月間行ないます
★月に１回の集団活動と毎日行う活動が基本です
☆脳いきいき５か条（食、動、楽、知、休）の実
践です

みんなでワイワイ
やりましょう

医療の専門家が直接伝える保健の
知識、技術
会場：あおぞら会館、組合員ひろば
日時：９月15日（木） 22日（木） 29日（木）
いずれも午後１：30〜４：30
医
師：身体の仕組み、健診結果の見方
看 護 師：血圧について「血圧測定」
管理栄養士：生活習慣と食生活「体脂肪測定」
歯科衛生士：お口の中の健康管理「歯磨き実習」
検 査 技 師：骨粗しょう症「骨密度測定」
検 査 技 師：尿で分かる健康状態、塩分量「尿チ
ェック」

20
︶できる方☆大歓迎

00

ご一緒に﹁お口の健康づくり﹂
をすすめませんか？

〜

30

♪歯科衛生士募集♪ ︵常勤・パート︶

夜間診勤務︵

勤務時間は︑相談に応じます︒

︻お問合せ︼生協歯科 ☎０６㿌４８６９㿌４１２０

17

【申込み、お問合せ】

組合員活動部

☎06―4962―4920

歯科講座

歯科インプラント ってなぁに?
日時：９月27日（火） 14時30分〜15時30分
場所：組合員ひろば２
定員：30人
講師：生協歯科 歯科医師 佐々木一喜
みなさん、歯科インプラントはご存じでしょうか。歯を失った時に歯のかわりに
なるものを新たに入れる方法の一つです。
具体的には顎の骨に人工歯根（チタン）を植え込み、その上に歯の形をしたセラ
ミックをかぶせます。多くの場合入れ歯と違い違和感なく咬むことができ、見た目
もきれいです。残っている他の歯に対しても優しい治療です。
しかし、 保険適用外のため治療費が高く（全国平均でインプラント１本 40 万
円）
、治療期間が長くかかる（３か月から半年）といったデメリットもあります。
以上も含めて詳しくお話したいと思います。興味をお持ちの方は是非ご参加くだ
さい。お待ちしています。
【お申込は】生協歯科

☎06―4869―4120

います︒

典子
高松

とは生きる楽しみの一つで

おいしいものを食べるこ
Ｓ Ｔ︵ 栄 養 サ ポ ー ト チ ー

剤師などから構成されたＮ

・言語聴覚士・栄養士・薬

りよい栄養の取り方につい

た患者さまに対しては︑よ

程に障害をきたしてしまっ

べ物を飲み込むこと︶の過

となくスムーズに食

ることで︑むせるこ

とろみ具合を調整す

事のかたさ︑水分の

客観的に評価し︑食

かたを対象に︑嚥下評価入

何らかの不安や問題がある

中で︑食べることについて

ご自宅で生活されている

様子をレントゲンで写して

ウムを含む食品を飲み込む

価するために︑少量のバリ

す︒さらに別の角度から評

から細いカメラで観察しま

評価します︒痛みや苦痛の

食べている実際の食べ物を

士による診察を行い︑普段

査ののち︑医師・言語聴覚

姿勢・道具の工夫について

メニューの提案や︑食べる

よる食べるためのリハビリ

最終的に︑言語聴覚士に

比較的少ない検査です︒

飲み込んでいる様子を︑鼻

内容は︑簡単な入院時検

れております︒

院︵２泊３日〜︶を受け入

嚥下障害のタイプ

飲み込みの途中で
のどに流れ込むタイプ

ゴックンしたが、のどに
残ってしまうタイプ

口の中に食物を保っておけ
なかったり、のどに送り込
めなかったりした時におこ
ります。

飲み込み反射が起らなかっ
たり、弱っている場合にお
こります。

時間がたつと、のどに残っ
た食物が気管に入る危険が
あります。

・地域医療室まで︒

さい︒ご相談は︑生協病院

嚥下評価入院をご利用くだ

ネージャーさんに相談し︑

けの医師・看護師・ケアマ

ある場合は︑ぜひかかりつ

が減ってきたなどの不安が

た︑微熱が続く︑食べる量

が 増 え た︑ 痰 が 多 く な っ

食べるときにむせること

す︒

て栄養士が相談に応じま

ための食事の作り方につい

説明を受け︑安全に食べる

噛んでいる最中に食物が
のどに流れ込むタイプ

入れの方法などをア
ドバイスしながら︑
１日でも早く︑少し
でも多くの食事を︑
口から︑安全に食べ
ていただけるよう応
援していく必要があ
ります︒

す︒しかし︑病気によって
ム︶が入院中の患者さまの

てさまざまな職種のメンバ

べられるようにな

実際︑飲み込みを

食べることが難しくなる場
栄養について︑適切な栄養

ーで意見を出し合い︑原因

り︑元気に退院され

食

合があります︒
がとれているか？見守って

を探り︑食べやすい姿勢︑

る患者さまも多くお

当院では︑医師・看護師

必要なリハビリ︑食べやす
やせ
体重の
変化
食事時間
食べ方の変化
食事内容
好みの変化

食欲の低下
食事中の
疲労感

声の変化
咽頭違和感
食物残留感

痰の量と
性状
咳が出る
むせる

嚥下評価入院を受け入れています

られます︒

っても︑嚥下︵えんげ

しかし︑食べる意欲があ

尼崎医療生協病院 内科

い食事の形態︑口の中の手

みなさまの
﹁食事﹂
を見守ります

﹁食べる﹂﹂ことを
大切に︑
安全に⁝

２０１１年９月１０日

11面

こんな時はご相談を

２０１１年９月１０日

平和のための戦争展実行委員会

2011年

12面

特別企画

今こそ 真の日本の平和を考える
〜原発事故から見えた日本の原発政策・放射能汚染と健康被害〜

10月20日（木） あおぞら会館 組合員ひろば

2011年
プログラム

◆第１部 13：45〜14：25 みんなで歌おう！平和の歌を！三線コンサート！
◆第２部 14：30〜16：00 講演 安斎 育郎氏

参加無料

安斎科学・平和事務所所長、立命館大学名誉教授
【専門は原子力工学で、なかでも放射線防護学の専門家】
尼崎医療生協
「平和のための戦争展実行委員会」
「社保・平和委員会」
、
共催
お問い合わせ：尼崎医療生協事務局 TEL 06―6436―9500

WHOウォークイベント
（雨天中止）
と き：10月23日
（日）
行き先：尼崎防潮堤めぐりと
文化財収蔵庫見学、
寺町めぐり、約４㎞
集合時間：午前10時
集合場所：阪神杭瀬駅北側
持ち物：飲み物など

第25回

尼崎高齢者大会
日時：11月５日（土）
午後１時30分〜
場所：尼崎労働福祉会館
講演：介護問題で検討中

兵庫県高齢者大会
日時：9月29日（木）午後１時30分〜４時
場所：宝塚市西公民館
（阪急今津線小林駅下車北へ５分）
講演：安斎 育郎（立命館大学名誉教授）
「原発と放射能の危険性を考える」
参加費：500円（資料代）

らも
これか てね
やっ

楽し

かっ

た！

カルチャー教室

これでOK！
夏休みの宿題

『心臓のはたらき』
『なんで虫歯になるのかな？』『ボランティア
体験』の３つの講座に分かれて学習・体験。「ふしぎー」
「びっくり
したー」と歓声があがりました。しっかりレポートもまとめて、保
護者から「こんな企画を期待してました」の声もあがりました。

13面

２０１１年９月１０日

カルチャー教室受講生募集

〜癒しのアロマ〜 入門講座

00〜11：30
①昼の講座：10月４日（火）10：
00〜19：30
②夜の講座：10月11日（火）18：
会館内）
●場所：組合員ひろば２（あおぞら
●料金：500円（それぞれ）
●定員：10名
ついて
ハーブティを飲みながら、アロマに
学び、楽しみませんか？
レグラ
好きな香りで、自分だけのルームフ
ンスを作ってみましょう…。

子育て応援広場

カルチャー教室・１周年
昨年８月から始まったカ
ルチャー教室、１年が経ち
ました。継続して開講して
きたヨーガ教室では、「と
ても楽しい一時間」
「先生の声かけが癒
し」
「効果を実感」などの声が寄せられ
ています。子育て応援広場では「他の子
とちがってていいんだ」
「ほっとする」
。
朗読入門講座では「楽しくためになる」
「先生の朗読に聞きほれます」などの感
想が出され、いずれも好評でした。
今後も、健康と子育てをおもなテーマ
にしながら、企画していきたいと思いま
す。ご意見ご感想等ありましたら、お寄
せ下さい。

ふれあい・コミュニケー

ションを大切に

５回講座
※時間はいずれも10：

00〜11：30

①10/４（火）「赤ちゃんマ

ッサージで
対話しましょう」
②10/2（
5 火）「離乳食のすすめ
方」
③11/８（火）「赤ちゃんと
遊ぼう」
④11/2（
4 木）「赤ちゃんの歯磨
きどーする？」
⑤12/８（木）「お母さんの
ヨーガ体験、
リラックス法」
●対象：開講時１歳未
満の赤ちゃんとお母さ
ん
●場所：組合員ひろば
１
●料金：５回とおして
2500円
●定員：10組
※会場は、12：30まであ
けてお
きます。赤ちゃんにミ
ルクや
離乳 食を 食べ させ てあ
げた
り、お母さんどうしで
交流し
てください。

＊申込先・問合わせ先：組合員活動部 TEL06 4962 4920
（定員になり次第締め切ります）
＊受講者数が少ない場合、中止にすることがあります

考になります︒

●健康レシピはとても参
りがたいです︒生協病院

●毎年の大腸癌の検査あ
が︑もっと大きくすばら
に︒車が無いので遠く感

由子

●宮城県への支援を行っ
じます︒

藤村

ているということで︑関
東園田支部

常光寺支部

心がもてました︒東北の

しい病院になりますよう

●歯の治療に約１年かか
方々が︑１日でも元気に

●東北の大震災︑フクシ

初子

りましたが︑ようやく治
過ごせるように見守りた

させた︒支援の輪もひろ

橋村

療が終りました︒とても

マの名は全世界を震がい
友子

いです︒
尾浜支部 廣岡

上手にしていただけまし
た︒かみ合せも良くなり

で遊べないとは！原発は

がっている︒子供が屋外
●﹁こども応援ひろば﹂

なくさなくちゃ！

先生方に感謝です︒
開催された事︑本当に良

常光寺支部

響子
かったと思います︒私も

八木

●﹁にじと健康﹂を２か

不登校の子どもをかかえ
●総代会での皆さまの発

宝塚市

月に一ぺん︑それはそれ

た一人です︒この輪が大

言は︑お一人お一人が本

晴夫

は楽しみに待っておりま

きく広がる事︑願ってま

当に一生懸命努力され︑

れて行きます︒今からド

亡き方々の冥福を祈りつ

●いまわしい原爆投下︒

匿名希望

キドキです︒

西宮市

暖まりました︒

誠意が伝わってきて︑心

森本

す︒ ７ 月 ３ 日︑ 暑 い な
す︒

●今月は︑初めて医療生

富松支部 匿名希望

か︑世話人のお方が一軒
一軒配っ て下さいまし
た︒私︑活字大好き人間
歳です︒頭が下がりま

澪子

浜田・崇徳院支部
橋本

伝っています︒
壽須惠

つ千羽つるを折るのを手
たね︒娘とお風呂プール

毎日暑くなってきまし
●日曜健診は︑お仕事あ

杭瀬支部

森田
をしたり︑打ち水をした

朝子

る方にとても便利だと思

す︒
大庄東支部

坂元

りなんとか涼をとってま
匿名希望

います︒レシピも作って
ます︒
西宮市

緩和ケア市民講座
テーマ：

「大切な人をなくすということ

〜死別の悲しみを支える〜」

７・８月号の正解

緩和ケア事務局

問い合わせ：06−6436−1701
尼崎医療生協病院
高間祥子

当選者（敬称略）…●西園田支部 安藤 カツヱ●
浜支部 清水 亜弥子●常光寺支部 藤村 由子●
本庁支部 齋藤 尚子●大庄西支部 三浦 大二郎
●立花北支部 庄司 安枝●富松支部 岡 洋子●
高須支部 青木 裕亮●高須支部 牧野 かよ子●
宝塚市 八木 響子

コミュニケーション
カードより

す︒有難うございました︒ 協の歯科へ２才の娘を連

79

14面
２０１１年９月１０日

オープニング：アンサンブル・ベグライターによる

ヘルマンハープ

日時：11月19日（土）14：00〜16：00

場所：組合員ひろば

申し込み不要・参加無料

２０１１年９月１０日

15面

いきいき 虹の健康レシピ

カロテンたっぷり！かぼちゃのキーマカレー

カロテンは皮膚や粘膜を保護し︑体に抵抗力をつ
けるために役立ちます︒ビタミンＢを多く含む豚肉
と組み合わせて夏バテ回復にいかがですか？ カレ
ーパウダー を少量にして味を加減すると幼児向け
に︑ガラムマサラなどのスパイスを利かせると大人
向けのキーマカレーになりますよ

うに炒める︒

カレーの香りも
やさしくて︑
すごくおいしいね

口大に︑人参︑たまね

④カレーパウダー・塩胡

とおるまで炒める︒

ひろばで︑生協病院食

表

人︶は︑組合員

入っていて︑作りやすくてすごく

み ん な で 試 食︒
﹁野菜がいっ ぱい

出来上がったあとは︑もちろん

ひお試し下さい︒

ニューを取り上げたものです︒ぜ

﹁虹の健康レシピ﹂はこの日のメ

評でした︒上段でご紹介している

した︒

ながら︑教室を進めま

習番と手際よく交替し

さん同士で子守番︑実

にもいきません︒お母

が料理に集中するわけ

いので︑お母さんだけ

も︑子どもがまだ小さ

レー﹂はじめ３品︒で

﹁かぼちゃのキーマカ

この日のメニューは

10

美味しかった︒子どももパクパク

食べていた﹂と参加者からは大好

子育てサークルで料理教室

ぎはみじん切りにす

椒を加え︑手早く混ぜ

養科より寺岡管理栄養

７ 月 ８ 日︑
﹁子育て

る︒しょうがとにんに

合わせる︒かぼちゃを

士を講師に招き︑料理

③たまねぎを加え︑すき

くは特に細かくみじん

加えまぜあわせ︑軽く
⑤豚ミンチを加え火がと

める前に味
を調える︒

のも⁝

加えてみる

うゆを少し

し味にしょ

ように︒隠

れすぎない

ウダーを入

はカレーパ

＊幼児向けに

生協病院 食養科 管理栄養士 寺岡 伸子

ひろば﹂
︵水門里美代

切りに︒
くとしょうがを加え︑

おったら水を加え︑
30

エネルギー190kcal 塩分１g

分煮込む︒火を止

香りを出しキツネ色に

②油を鍋に入れ︑にんに

教室をひらきました︒

20

炒める︒

① かぼちゃは皮をとり一

■作り方

のある方にも安心して召し上がって頂けます︶

︵このカレーは牛乳や小麦粉アレルギーで食事制限

!!

〜

豚ミンチ……… 200ｇ
タマネギ……… 200ｇ
人参…………１／２本
カボチャ……１／４個
油……………大さじ１

塩胡椒……………少々
にんにく……１／４片
しょうが…………５ｇ
カレーパウダー…少々

なるまで焦がさないよ

材料（４人分）

２０１１年９月１０日

福島原子力発電所事故

﹁私はこう思う﹂

組合員のみなさんの声

をお聞かせ下さい︒

記し︑機関紙委員会までお送

12

住所︑お名前︑電話番号を明

で特集をしたいと思います︒

り下さい︒採用された分には

月号

原稿は４００字以内で機関紙

薄謝を進呈いたします︒

﹁にじと健康﹂ ・

委員会までお寄せ下さい︒匿

名の場合はその旨もあわせ︑

11

ノー原発

16面

の署名に

ご協力ください

原子力発電所の廃止を求める全日本民主医療機関連合会の署名が出
来ました。職場で、地域で、家庭で大いに集め、国にエネルギー政策
の転換を求めましょう。
署名用紙は、医療生協の各支部・事業所にあります。

電

話

㽎

㽎

郵便番号

※コミュニケーション・カードにご記入の個人情報は組
合員活動にのみ使用します。
「通信らん」にご記入の内容を掲載させていただく
場合があります。お名前の掲載を希望されない場合
は、その旨ご記入下さい。

住所
氏名

姓

名

※赤ワク部分は省略できます。

✂⎩⎜⎜⎜⎜⎧
通 信 ら ん

№235

あて先

コミュニケーション･カード

〒661 0033 尼崎市南武庫之荘11 12 １
尼崎医療生協 機関紙委員会
FAX 06 4962 4921

11年９･10月

ま ち が い さ が し

左の絵の違うところ８つを○でかこみ、コミュニケー
ション・カードの「通信らん」に一言お寄せいただいた
方の中から、10名様に図書カードを差し上げます。

〆切
／

９
⎭⎜⎜⎜⎜⎫

印象に残った記事、
医療生協の良い点、
改善点などお書きく
ださい。
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