して～のばして～
ば
の

変形性関節症は、中高年の方に多くみられる疾患です。
関節軟骨の変性や破壊がおこり、関節周辺に余分な骨がで
きたり関節の膜に炎症が起きたりします。そのことで、関節
の痛みや関節水腫（みずが溜まる）、動きが悪くなる、関節
が変形するなどの症状が起こります。
レントゲンで関節の変化がある人すべてに症状があるの
ではありません。しかし、年齢が進むにつれてなんらかの
症状がある人は増えてきます。
（尼崎医療生協病院

病院長

大澤

芳清）

痛
い
の
痛
い
の
⁝
飛ん
で
っ
て
〜

痛い、曲げにくい…
関節がボコッとふくれてる

！
エ～イ！
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膝関節の場合

自分に合った療法で
痛みの軽減を
尼崎医療生協病院

整形外科

大澤

芳清

など何かの疾患に引き続いて起こる二次性がありま
す。
膝関節の変形は一次性が多く、股関節は股関節
形成不全症などが原因による二次性が多くなってい
ます。また、肘関節はスポーツや職業による使いすぎ
で発生することが多いようです。膝関節、股関節、肩
関節、肘関節、手指関節、脊椎の椎間関節など、あ
らゆる関節に変形は起こりますが、体重がかかる関
節にはより強く症状が出る傾向があります。

進行すると動きにくくなる
症状は、軽い関節の痛みから起こり、ゆっくり進行
していきます。
「関節が重い」
「こわばる」などと感じ
る方もいます。最初の時期は、動き始めが痛くてだ
んだん痛みが取れていきます。
症状が進行すると、動いた時の痛みや体重をかけ
た時の痛みが強くなります。また、
「ごりごり」といっ
た音が聞こえたり、関節水腫による腫脹を認めるよ
うになります。さらに症状がすすむと、関節の変形や

変形関節症を考える

変形には、明らかな原因等がない一次性と、ケガ

動きの悪さがでてきます。

1

但し、受付終了時間は、
１８時３０分までの繰り
上げとなります。

２０２０年４月からの診療体制

病状の評価のためにCTやMRＩが行われることもあ
の検査も行います。

筋力強化、体重コントロール
などで症状軽減

診断には、単純レントゲン検査が必要で、詳しい

2

によっては人工関節などの手術療法があります。
手術をしない保存療法としては、体重のコント
ロールや杖や装具の使用があり、それで自覚症状
が軽減することもあります。しかし、膝関節の装具
は高価で装着方法が複雑なものがあり、続けて使
用することができるかをよく考えることも必要です。
また、運動療法を行うにあたっては食事が大切で、
筋肉維持や強化には十分なエネルギー量とともに
タンパク質などの摂取が必要です。十分な食事を
摂るには、歯や飲み込みなどお口の健康も大切で
さい。

Ｑ＆Ａどっちが効くの？ 大澤先生

Ｑ．
ＴＶや通販でよく目にする「栄養補助
食品」や「サプリメント」って
本当に効果があるんでしょうか？

Ｑ．
関節が痛むとき、温シップ・冷
シップ 、ど ちら が 効 くの で
しょうか？

A．
変形性膝関節症患者さんでは、症状を緩和

A．
温湿布・冷湿布は、温熱療法と言

夜間診がない火曜日と木曜日については、午後の一般診を
行います。

〇が一般診療

月

火

水

木

金

土

8：30～11:30

〇

〇

〇

〇

〇

〇

13:30～16:00

〇

〇

予防接種 予防接種 予防接種 予防接種 乳児健診

15:30～18:30

〇

〇

〇

予防接種

治療は筋力強化や関節可動域訓練などの運動
療法、内服や外用薬による薬物療法、そして関節

午後の一般診療が始まります
受付時間は、
１３
：
３０～１６
：
００

受付時間（予定）

ります。関節の状態によっては血液検査や関節液

すので、歯科での評価も合わせて検討してみてくだ

祉 法人
社会福

ではなく、消炎鎮痛のための治療薬

がなければ中止が推奨されています。

です。

ガイドラインでは、効果は明確ではないという

製薬会社の説明文書では、効果効能

ことです。でも、関節軟骨保護作用を示す場

については冷湿布、温湿布とも同じ

合があるとの報告もあります。効果があるか

です。

どうかは断言できませんね。
2

●喘息、アレルギー、アトピー、
神経、発達、低身長等の特診
は引き続き行います。

※一部変更があるかもしれませんので、
４月以降に受診される際は、直接ご確
認の上、ご来院ください。

あおぞら生協クリニック

尼崎市南武庫之荘１１丁目１２－１
あおぞら会館１階
電話 ０６－６４３６－１７２４

ショートステイ

虹の会より

立花あまの里で
元気で美味しい
クリスマス＆お正月

クリスマスにはスタッフが仮装して楽しいひ
とときを過ごしました。今年の干支であるネ
ズミの 絵 の ぬり絵を利 用 者さんにしても
らったのですが、立体感のある色塗りがすご
くきれい！ スタッフ一同ビックリしました。

特別養護老人ホーム立花あまの里のショートステ
イ、デイサービス、特養では、利用者さんの参加と職
員の工夫でにぎやかなクリスマスになりました。
1 月にはお せちメニュー 、2 月にもお や つレクリ
エーション、“あんです”のコンサート、プアリーリアの
フラダンスと、楽しい行事が続きました。

特別養護老人ホーム
特養ではおやつレクを行いまし
た 。今 回 の お や つ は シュー ク
リームとロールケーキ。利用者
さんから「美味しい！」と好評で、
皆 さ ん の 嬉し そうな お 顔 にス
タッフ一同癒されました。フロア
に飾ったクリスマスツリーも、ク
リスマス気分を盛り上げました。

デイサービス

元旦のおせちメニュー

われる温める、あるいは冷やす治療

する場合があると言います。
６カ月以内に効果

にじと健康NO.286

あおぞら生協クリニック（小児科）が
かかりやすくなります！

夜間診が増えます
現状月・金が→月・水・金に！

医師

関節の変形の原因はさまざま

小児科だより ２０２０年４月より

12月24日（火）のコスプレクリスマス会で
は利用者さんがサンタさん、職員はそれぞ
れ華になるコスプレをして盛り上がりまし

た。
25日（水）には豪華クリスマスバージョンの
手作りクッキングで、お料理上手の職員が

短時間でたくさんのメニューを作りました。
いつもは小食の利用者さんが「これ、おい
しいわぁ～」とパクパク食べてくださったの

が、とっても嬉しかったです♪♪
とてもいい２０１９年の良い締めくくりになり、
新年を迎えました。

3
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メニューは、赤飯・お
節 盛り合 わ せ・煮 し
め・雑煮風。
喜んでいただいてい
る皆 さ ん の 様 子 に 、
職 員 一 同 、とて も 嬉
しい１日となりました。

医療生協で
❾
ばセる
が在ん
ー
宅総合 ンタ

尼崎社会保障推進協議会記念総会に参加して、講演「誤解だら
けの生活保護」を聴きました。講師はジャーナリストの原昌平さ
ん。とてもボリュームある講演で、これは知っておいた方がいい
と感じたところがたくさんありました。

ふる里

報告：岸本

もう一度
考えてみよう！
！

事業所の連携を強めよう

在宅総合センターふる里は、萌クリ

ニック、訪問看護ステーション菜の花、ヘ
ルパーステーションわかくさ、デイサー
ビス木かげの4事業所が連携し、地域の

誤解だらけの

方々が安心して生活できるようサポート
をしています。各事業所が自分たちの活
動を振り返り、援助の中で何を大切にし

生協病院の食堂で開催し、食堂が満席に
なるほどの参加がありました。

それぞれの在宅支援の
取り組みを交流

「末期がんで在宅療養中の利用者と

の関わり方から学んだ関係づくりと生活
の目標づくり」、
「介護者のノート作りか
ら見えたパーキンソン症状のオンオフの
気づき」、
「利用者の自立支援を促す個
別機能訓練の取り入れ」、
「高齢家族が
抱えるそれぞれの思いから考える支援
の方向性」など、様々な発表がありまし
た。利用者さんが在宅で安心して暮らし
ていけるように、それぞれががんばって
いることを聞き、ふる里で同じ方向性を
持っているけれども、事業所によってい

原さんは、私たちが生活保護に関して思い込んでいる「よく
ある誤解」を22例も挙げました。最も多いのは4点です。

１、不正に受給している人が多い？
よく取りあげられがちな「不正受給」。でもその多
も小さいそうです。不正受給件数は、被保護世帯数の

思います。
発表後はフロアーから気になったこと
について質問したり感想を述べたり、こ
うしたらもっとよくなるのではないか、
など様々な意見が交わされました。多職
種や組合員さんの様々な視点によって、
自分だけではわからなかったことに気づ
くことができる場となりました。

これからも相互理解を深めて

最後は宮城先生（萌クリニック所長）か

らそれぞれの活動の総評をいただき、
ユーモアを交えつつ、今後も利用者さん
がその人らしい暮らしを送れるようにみ
締めていただきました。

した。

ふる里学術交流集会は、普段聞くこと
が難しい、各事業所が大切にしている思

感謝の気持ちと気づきの場

いを知ることができる場となっています。

南 武 西 支 部 から は 、今 年 度 の 健 康

また南武西支部からも発表していただ

チェック、健康学習会についての活動報

けるようになり、組合員さんの思いも知

告がありました。支部長さんから「ふる

ることができる場となりました。職員と

里の協力があって継続できており感謝し

組合員さんの相互理解を深められる場

ている」と言われていましたが、職員は、

として、ふる里学術交流集会を今後も続

組合員さんが継続して活動していること

けていきたいと思います。

に逆に感謝しています。今後も協力し

（萌クリニック 神原

あって健康づくりを行なっていきたいと
にじと健康NO.285
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３、親族（3親等内）には
扶養義務がある？

くはパートなどの収入の不申告で、不正率は低く金額

んなで支えていきましょうと、交流会を

ろんな取り組み方があるのだとわかりま

生活保護制度

健斗）

2.4％（2017年度）。他の不正率と比較してみると小
さ い ん で す よ。 た と え ば、 脱 税 発 見 率 は、 相 続 税
10.2％、申告所得税6.0％など。税逃れのほうが件数
も金額も多いのです。

２、年金があったら
生活保護は受けられない？

遠い親戚でも扶養義務があると思っていますよね？
でも、強い扶養義務があるのは、「配偶者間」と「親
から未成熟の子に対する場合」だけ。その他の親族の
援助は保護の要件ではありません。現実に援助があっ
たときに収入認定するだけです。

４、生活保護を受ける人が多過ぎる？
いえいえ、これも誤解です。本当は生活保護の受給
対象なのに利用していない人が多いんです（
「捕捉率

年金収入が生活保護基準より少なければ、生活保護

が低い」と言います）。捕捉率は「生活保護を利用す

の対象になります。でも、基礎年金の額が低すぎるこ

る要件を満たしている低所得者のうち、どれだけが実

とこそが問題なんです。なんと、基礎年金は「持ち家

際に使っているか」というもの。ドイツやフランスで

で子どもと同居して養ってもらう」を想定した額。そ

は捕捉率がなんと100％を超えている統計資料もあり

んな人の方が少ないですよね。年金より生活保護費が

ますが、日本では10 ～ 20％といわれています。つ

多いのはおかしいと言われますが、暮らせる年金では

まり、日本では国が定める最低生活費を下回った生活

ないのですから、仕方ありません。

をしている人がかなり多いのです。

みんなで声を上げて、生きやすい社会に変えよう！
！
他にもたくさんの「誤解」を解かれて、私も、改めて「生活保護」を考える機会になりました。
生きづらいこの国の現状を、「経済的苦しさ⇒生活基盤が危うい」「自己責任論⇒ストレス・自信がも
てない」
「同調圧力⇒自由にできない」
「他者への攻撃⇒安心できない」社会になっていると話す原さん。
「他人の得は自分の損」
「他人の幸せは自分の不幸」と考え、
「他人を否定することで自分を肯定する」
「自
分の価値を証明しようとあせる」
「自分の地位を守るために他人に枠をはめる」
ことになっています。
「野
蛮な資本主義が心をむしばんでいる」と分析しました。
社会保障の財政負担で、「社会保障費が増えて財政が大変だ」と強調されがちですが、弱者を財政難
の主犯にする社会状況はおかしいですよね。
原さんは、
「主権者である私たちが声をあげて“生きやすい社会”に変えよう」と呼びかけました。

5
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社会保障を考える❸

た。16年続けていますが、今年度は医療

ふる里は学術交流集会で

から、
「ふる里学術交流集会」を始めまし

気づき、理解、連携を

の連携を強めていこうと考え、2004年

深めています。

ているか、症例を通じて交流し、ふる里

貴士（理事会事務局長）

ム
虹のアルバ

新春のつどい

12月13日 南武西支部

1月18日 立花ご近所さん総会＆新年会

1月19日 立花北支部 新春のつどい

1月25日 南武西支部

1月26日 常光寺支部

新春の
つどい

新春のつどい

1月18日 立花支部

1月26日 杭瀬支部

新春のつどい

新春のつどい

1月28日 武庫支部

新春のつどい

新春のつどい

2月2日 塚口支部

1月27日 西立花支部

組合員健診をご希望の方は、
病院健診センター、各診療所まで
ご連絡ください

24

平和バザー

新春のつどい

新年会

12月14日
健康づくり委員会 クリスマス会

１月 日
南武庫支部

1月9日 武庫之荘支部

今年度にまだ
健康診断されていない方は
3月末までに受けましょう

21

2019年12月〜2020年2月の
ひとこまです。
●組合員活動部まで
写真とメッセージを送ってください。
☎06-4962-4920

12月11日
西園田・西園田北支部合同つどい

健診で安心

１月 日
尾浜支部

12月12日
組合員ひろば大掃除

新春交流会

2月3日 水堂・立花支部

新春のつどい

組合員健診（基本セット）
対象者：40～74歳 特定健診受診券をお
持ちの方
75歳以上 後期高齢者健診対
象者（受診券不要）
料 金：自己負担なし（受診券に自己負
担金額の記載があってもいただ
きません）
健診内容：◎問診の確認 ◎身長、体重、
BMI、腹囲測定 ◎診察 ◎血圧
測定 ◎尿検査 ◎血液検査
☆組合員だけの追加項目（自己負担はあ
りません）
①血液検査（貧血、栄養状態等）
②心電図
③便潜血検査（大腸がん検診）

特定健診の結果、特定保健指導の
ご案内（特定保健指導利用券も含

新春のつどい

む）が届いた方へ

特定保健指導も受けましょう

1月27日 長洲支部

16

２月６日

12月19日
武庫之荘支部

健康
チェック

１月 日
大庄北支部 今(北会館）

１月 日 南武西支部
組合員訪問大運動
15

一人ひとりに合わせて生活習
慣や目標カロリー、運動など、健
康な生活を送るためのプランを一
緒に考えてアドバイスさせていた
だきます。無料ですし、テレビなど
の健康情報より確実に役立ちます。
ぜひご利用下さい。

いきいきリフレッシュ班

富松支部

2月6日 高須支部 ロコモ学習会
1月23日 韓問題学習会
「どうしたら韓国と仲良くできるか」

にじと健康NO.286
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1月25日 武庫之荘支部

2020年度の日曜組合健診

2020年5月１０日（日）＜完全予約制＞健診
センターで予約も受け付けております。
【お問い合わせ・申し込み】
尼崎医療生協病院 健診センター
電話 06-6436-1845
（月～金 9時～16時）

1月21日 ナニワブロック合同

7
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新しさも懐かしさもお腹も心も
満たす市場へ行こう

ラジオ、梅干し、貯筋にかみかみ
毎週月曜日は体操の日
にこにこ班(西昆陽支部)
活動日

毎週月曜日
10時～12時

場所

西昆陽
会館

今回は西昆陽支部「にこにこ班」を
訪ねました。10年以上前に組合員ひろ
ばで活動している「筋トレ班」に参加
してみて、こんな活動が家の近くでで
きたらいいなーと思ったのが結成の

班

歩いて健康
歩けば出会い

♬g

♪

きっかけだったそうです。
毎週月曜日10時に集まって、梅干し
体操、貯筋体操、かみかみ体操、ラジ
オ体操などなど、50分位は休まず続け
て身体を動かしています。そして休憩
をはさんで、また体操…。
「これを10年以上続けてい
る の で 月 曜 日 が 来 る と“あ、
今日は体操の日だ”と身体が
反応するんです」と代表の鍛
治野さんはおっしゃいます。
メンバーのみなさんも、「正
座が楽にできるようになっ

た」
「エレベーター使わず8階まで行け
るよ～」
「やっぱりこうやってみんなの
顔見ておしゃべりするんが一番楽しい
な」と口をそろえて話します。
10年以上も続けてきた秘訣を聞くと、
「代表や会計などの役員を1年交代にし
てるんです。なので初めて役員になっ
ても、あうんの呼吸で周りの人が助け
てくれるんです」と。みなさん本当に
仲が良くて、これも長年続けて来た理
由だと思いました。(編集部)

～JR尼崎駅北側近辺ぶらり歩き～

今回の
コース

JR尼崎駅→尼崎市公設地方卸売市場→
アミング潮江→JR尼崎駅

❸

卸売市場フェスティバル
JR尼崎駅(北側)より歩くこと数分、市民の台所「尼崎市公設
地方卸売市場」があります(①)。訪ねた日は「冬の味覚祭り」が開
催されていて、大勢の人で賑わっていました。
会場内のメインステージは近隣の中学校や高校の吹奏楽演奏
(②)、その他の特設会場では、子ども縁日コーナー、野菜の詰め

❶

放題、玉子のつかみ取り。また、尼崎あんかけちゃんぽん(③)をは
じめ、海鮮バーベキューやステーキ、カニ汁など人気の屋台コー
ナー、マグロの解体ショー(④)も開催されていました。尼崎ならで
はの食べ物、地場野菜の販売、盛りだくさんの催し物、大人から
小さな子どもまで楽しめるお祭りは不定期の開催で、次回は未定

②

だそうです(卸売市場のホームページ、尼崎市報で確認してくだ
さいとのこと)。

い き い き

虹 の 健 康

エビはエビでも
ちっちゃな
“干しあみえび”

でも、毎月第1土曜日(8：00～11：00)は、一般の方に向けて、

レ シ ピ

あみえび
たっぷりの
“お好み焼き”

ちっちゃな姿ですが、食物連鎖
の頂点の巨大なクジラも好む
“あ
みえび”
。
エビは高蛋白、低脂肪な食材。
“あみ
材料約2人分
えび”
は身も殻も内臓も丸ごと食べるので、
ミネラル分は車エビや伊勢海老の２～３倍。
山芋…………… 200ｇ すりおろす
卵……………… ２個 割ってほぐしておく
牛 乳 9 0 c cと
“あみえび”
５ｇのカルシウム
小麦粉………… 大さじ2
量は同 等です。カルシウムの吸 収 率は牛
キャベツ…
……… 200ｇ 約1㎝のざく切り
乳の方が50％とすると、あみえびは30％
栄養量 １人分
干しあみえび… … 大さじ4
エネルギー514kcal、タンパク質26ｇ、
ですが、同じ量のカルシウム量を確保する
花かつお…小パック２、油…大さじ１
カルシウム813㎎、塩分5ｇ
と牛乳100ccに対しあみえび9ｇで同量の
豚スライス…80～100ｇ、青のり･･･少々
＊成人の１日分のカルシウム量
カルシウム吸収量となります。
お好み焼きソース…大さじ１
（20ｇ）
600～800㎎
マヨネーズ… …… 大さじ1/2（１０g）
また、外 殻に含まれるキチン・キトサン
（ 動 物 性 食 物 繊 維 ）は、動 脈 硬 化の予 防
作り方
や免疫力の活性化に役立つと言われ、赤
①ボールにすりおろした山芋、ほぐした卵、小麦粉、花かつお１パックを入れて混ぜ、
い色素のアスタキサンチンには抗酸化作
次にキャベツ、あみえびを加えてザックリ混ぜる。
用や眼精疲労の改善に役立作用があると
②フライパン
（ホットプレートでも可）に油をひき、温まったら①を平らに広げ、豚ス
言われています。小さくてもあなどれませ
ライスを広げ、中火の弱火で蓋をして5分前後焼く。
んね。クジラは知っているのでしょうか？
③片面が焼けたら、
上下を返し、再び蓋をして５分前後焼く。
あなたの台所にも常備して、おひたしに
④上面にお好みのソースを塗り広げ、花かつお、青のりを振る。お好みでマヨネー
かけたり、かき揚げや納豆に混ぜたり、カ
ズ他を。
ルシウム量アップのための一品にお使いく
＊山芋の皮は取らなくても仕上がりには影響が無いようです。
ださい。＊エビアレルギーのある方はご注
＊山芋が多いほうがふんわり仕上がりますが、具材も含めお好みの割合でお楽しみ
意ください。
ください。

仕入れ体験もできる｢市場開放フェア｣が開催されるので、ぜひ足
を運んでみてはいかがでしょうか。
※卸売市場は、生鮮食料品を業務において販売・使用する業者
を利用対象者としています

❹

昔の商店街の面影も訪ねてみる

まうJR尼崎駅近辺は、関西住みやすい街ランキングで１位になっ

卸売市場からJR尼崎駅までの帰路は、なんだかなつかしい、よ

たこともあるとか。

き時代(?)の昭和を思い出すような佇まいの家並みでした(⑤)。

｢アミング潮江｣ものぞいてみました。20年程前は休日は人が、

今でもきっと、お隣さんはみんな顔見知りなんだろうな～と想

ごったがえしていた記憶がありますが、訪れた日は、なんだかひっ

像できます。

そりとしていました。イベント情報を見ると寄席やバル、商店街謎

でも、道を一本隔てると大きな商業施設や大型病院、高層マン

解きツアーなど、小さな子と一緒に参加できるイベントも定期的

ションが立ち並ぶ近代的な街並みもあり、なんだかタイムスリップ

に行われており、地元の方が気軽に行ける商店街があるのも「住

したような気分です。駅が近いし、歩ける範囲ですべてが揃ってし

みやすい街」の特徴なのかもしれませんね。｢アミング潮江｣には
昔からのお店もたくさんあります。地元の歴史を全て知っている
人に出会えるかも！
大きな商業施設でのお買い物も良いけれど、ちょっと足を延ば
してみませんか。
赤い公衆電話ボックスが出迎えてくれますよ(⑥)。

⬅尼崎市公設地方卸売市場

❺

アミング潮江
尼崎東
警察署

❻
にじと健康NO.286
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2020年３−４月号

キューズ
モール

JR尼崎

地域の
た」を
「困っ 解決
に
いっしょ

改 憲 発 議 へ

ＮＯを！

高齢者組合員
訪問大運動

スタートです！

尼崎医療生協は19年度組合員活動の方針に

緊急署名運動に
ご協力ください！

「 地 域 の 『 困 っ た 』 を 支 部 ・ 事 業 所 と一体に
なって一緒に解決」を掲げました。
格差と貧困が広がる中、地域ではさまざまな
生活問題が起きています。医療・介護、くらし
全体にかかわる「困った」について、地域組合

憲法を生かす
3000万署名は2万5千筆

員の声を集めながら支部や事業所が一緒になっ
て考えて、場合によっては「困った」を抱える

尼崎医療生協では全国市民アクションに結集

グループ・サークル活動 掲
メンバー募集しています。

なども必要です。

「憲法を活かす3000万署名」に、法人全体で2

今回は75歳を超える高齢者の組合員さんを中

万筆を目標に取り組みました。最終的に、2万5

心 に 、 支 部 ・ 事 業 所 で 大 訪 問 運 動 を 展開しま

千筆を超える署名を集めて提出しました（2020

す。訪問の際には、ぜひ医療生協への要望もお

年1月15日）。

聞かせください。よろしくお願いします。

「改憲発議ＮＯ！緊急署名」も
２万筆集めよう！

グループ：ナニワ花の会

活動内容：月1回、手づくりお弁当を
近隣の高齢者の方へ配食
活動場所：ナニワ診療所
調理室
活 動 日：月1回 第2土曜日
9：00～12：00
一緒に練習してみませんか
サークル：長洲朗読会

正なども検討されているといいます。憲法9条を

第52期

憲発議をさせない」世論づくりが不可欠です。
尼崎医療生協では、6月開催の通常総代会まで

お知らせ

に、改憲発議ＮＯに向けて「2万筆」の目標達成

『ちょこっとかんたん体操』は今号はお休み。次
号に『自己評価』で特別企画を予定しています。
ご了承ください。

を掲げて署名運動に取り組みます。
ぜひみなさんのご協力をお願いします。

ナニワ地域

病院地域

会場

３月４日㈬

10時～12時
生協病院玄関前

日時

会場

3月13日㈮

14時～15時
在宅総合センターふる里

南武庫支部
稲葉支部 バザー 健康チェック
日時

会場

3月23日㈪

9時～11時30分
生協病院玄関前

日時

会場

3月24日㈫

10時～12時
西富松会館

にじと健康NO.286

興味のある方はまずお問い合
わせ下さい！
！
クリーンフライデー以外のボ
ランティアさんの応募や問い
合わせもお待ちしております。

武庫支部
健康チェック
日時

会場

3月18日㈬

10時30分～12時
武庫つどい場

南武西支部
バザー
日時

会場
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地区別総代会及び総代会

●本田・ナニワ地域

5月25日
（月）14：00～16：30

大庄北生涯教育プラザ

5月27日
（水）14：00～16：30

女性センタートレピエ

3月27日㈮

9時～11時
生協病院玄関前

ナニワ組合員センター
1周年記念イベント
日時

会場

3月21日㈯

12時～14時
ナニワ組合員センター

水堂立花支部
健康チェック
日時

会場

3月７日㈯

13時30分～15時30分
立花あまの里

●戸ノ内・東尼崎・長洲・潮江地域及び全体
5月30日
（土）14：00～16：30

●病院地域②及び全体

5月31日
（日）9：30～12：00

関西国際大学

あおぞら会館組合員ひろば

※該当地域以外の会場へ参加していただいても構いません。

●総 代 会
と き
ところ

後援会えがお事務局

TEL：06-6495-4708
担当：堀・日高

はじめまして。
伊熊 素子と申します。
私は医師になった始め
の数年間は沖縄で研
修を受けました。
救急医療と僻地医療を
学びました。
戸ノ内診療所は地理的
にやや不便であるこ
とと、住民の高齢化とい
う理由で
医療サービスが不十分
になる懸念があるた
め 、特に注 力しなけ れ
ばならな いと伺 いまし
た。尼崎は都会ではあ
りますが、その点は僻地
医療と通じるものがあ
り、勉強させて頂こうと
思います。
現在の私の専門は感染
症です。診療所には
珍しい感染症患者は稀
でしょう。しかし、近年
問題となっている多剤
耐性菌対策は現場での
抗生剤使用の適正化か
ら行うものです。
医療者と患者が一緒に
頑張っていけること
を願っています。
ご指導ご鞭撻のほど、宜し
くお願い致します。
戸ノ内診療所 所長
伊熊 素子

2020年6月21日
（日） 13時から17時
尼崎市中小企業センター（尼崎市昭和通２丁目6-68）

第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案
第5号議案
第6号議案
第7号議案

虹の会後援会えがおでは、高
齢者総合福祉施設あまの里（下
坂部）、地域密着型特養立花あま
の里（水堂町）での美化活動を、
毎月第3金曜日の10時より、30
分ほど実施しています。地域の
皆様のご参加をお待ちしており
ます！
！

戸ノ内診療所に
新所長が着任しました

通常総代会 のご案内
●病院地域①

３月･４月の地域掲示板

日時

あまの里の
ボランティアも随時
募集中！

2020年度第52期通常総代会
を開 催します。総 代の 皆さまに
は、地区別総代会にもご参加いた
だきますようお願い申し上げます。

2020年度

活かす平和憲法を守るために、なによりも「改

南武西支部学習会
「座ってできるヨガ」

3月20日より毎月第３金曜日

活動内容：朗読の自主練習、講師によ
る指導
活動場所：長洲診療所 4階
活 動 日：月2回 第1・3水曜日
10：00～12：00

る6月中旬までに憲法改正の具体化に向けた法改

南武庫支部
バザー

クリーンフライデーを
再開します

【お問合せ】
組合員活動部 06-4962-4920

1月より通常国会が始まりました。会期末であ

虹の会後援会えがおの

一緒にお弁当づくりしませんか

人たちとともに行政への働きかけも実践する…

して、2017年10月の衆議院選挙終了後より、

示 板

2019年度のまとめと2020年度の方針案
2019年度決算報告と2019年度監査報告
2020年度予算案
役員選任規約の一部改正の件
2020年度役員報酬決定の件
役員選任の件
役員退任慰労金の件
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おかしいでしょ？
年明けから新型肺炎のニュースばかりてんこもり。
「そうだ、マスク、買っておかないと」とドラッグス
トアに行くも在庫なし。お店にあったとしても「お
一人さま2点まで」の表示。インターネットで買お
うと探してみると、あり得ない金額に（倍だったら
まだいい。ゼロが1つ多い！）。こ
の
編集委員
んな状況、おかしいでしょ？ う
やき
ぶ
つ
がい、手洗い、がんばるぞ。
ー

コーナ

2020年３−４月号

解 答 ・ 通 信 用 紙 №286 2020年3・4月号

〈全体の記事の感想をひとこと〉

８ つ の 図書券が当たる
ま ち が い さ が し
２つの絵の中の８つのまちがいを見
つけ、解答用紙の絵に○を付け、
通信欄に「ひとこと」も添えて郵送
またはFAXでお送りください。10
名の方に図書券を差し上げます。

お寄せいただいた「ひとこと」は『組合員のこえ』に紹介させて
いただくことがあります。匿名希望の方はお書き添えください。

お名前
ご住所

〒

（宛先）
〒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

NO.285 1・2月号の正解

-

〆切
３月25日

＜当選者（敬称略）
＞

組合員のこえ
●知り合いに声をかけてもらい、 りいっそうおいしく感じられま
「にじと健 康 」の 配 布を始め
す。もっといろいろな所で開け
たのですが、配布先で子ども
るといいですね。ボランティア
に、
「あ、まちがいさがしのや
さんも集まるといいですね。
つや」と言われ、知ってくれて
る事がうれしかったです。
●『ちょこっとかんたん体 操 ㉗
相撲の基本動作』の型を手本
●最近気になるのは、歩きタバ
となっています 私は相撲が
コの人たち。本 人はどうとも
大好きで、土俵入りのしこを
思ってないようですが 、煙が
まねして朝の準備体操をして
大変気になり、正直迷惑です。 います。体が軽くなり、うごき
風下にいるときは最悪です。
やすいです。
1人でも多くの人に禁煙する
か、せめて歩きタバコはやめ ●喫煙を表紙にする視点が、さ
て欲しいです。
〔 是 非この記
すが医療生協。2020年、元
事を読んで禁煙してください。 気で過せるように～決意がか
と思いました〕
たまりますね～♪
●子ども食堂の記事、拝読しま
した。みんなで囲む食卓、よ

組合員のこえ
ました。患者の方々も喜んで
参加されていて、皆さんで楽
しみ、良かったです。

●お薬の一包化のことは知って
いて、親が高齢なので考えて
いましたが、7日毎にや、一律
で負担金がいると知り、役立
●喫煙行動にはパターンがあっ
ちました。細かく、くわしくの
て、ちょっとした時間があると、 情報がいいです。
手もち無沙汰、口が寂しい、
ついついタバコに手が延びて ●中山寺の写真を見て、若かっ
しまう。そんな時 、主 人の 禁
た日腹帯をもらいに行き、納
煙を手伝ったのは、小さなミ
め、三人の子を安産。その後、
ントのタブレット。タバコの代
七 五 三 。双 子の孫の七 五 三
わりにカリッポリッとやってい
も行きました。もうすぐ曾孫の
ました。禁煙してから20年、
時代、健康のありがたさ。
人のタバコ臭が迷惑に感じる
そうです。

●先日、病院でクリスマス会が
あり、ボランティアで参加をし

「にじと健康」の配付者募集中

尼崎医療生活協同組合（2020年１月31日現在）
●組合員：58,464人 ●出資金：21億4,376万円
●１人平均出資額：36,668円 ●支部数：34支部 ●班数：151班
●サークル数：55サークル ●グループ数：19グループ
●機関紙『にじと健康』発行部数：40,700部／部内資料／奇数月発行

転居時は住所変更等ご連絡ください
にじと健康NO.286

12

「にじと健康」は1,551人の無償ボラン
ティアによって配付していただいていま
すが、まだまだ配付者が足りません。
お手伝いいただける方を募集しています。

