大いに組合 員 を 増 や し て
元気に支部 総 会 を
成功させま し ょ う
ています。生活保護給付
会にむけて元気に取り組

４月に開催される支部総

３月、年度末にむけた

費の引き下げから始ま
まれています。医療福祉

この１年間、社会情勢

り、子どもから高齢者に
生活協同組合連合会の仲

仲間ふやしは、３月から

関わる社会保障の崩壊が
間ふやし３００万人達成

は、目まぐるしく変動し

急激にすすんでいます。
に向けて、けいはん医療
あい・支えあい」で、地

こういった社会情勢に打
協を強く、大きくしてい
域に共同の「わ」を広げ

生協も、「出会 い ・ ふれ

くことが求められていま
切りましょう。

ち勝つためには、医療生

す。

３月９日のゆうゆう支部

楽しく、ためになる
支部総会が企画されています
６月の総代会にむけ、

尾﨑 安洋

元々

年１回の支
部総会では、
支部の役員を
みんなで選出

し、支部年間

計画を確認

し、支部総会

での意見や要

求は支部活動

に反映させま

す。
各支部で

は、楽しく、

学習など、た

めになる催し

が企画されて
います。熱気
あふれる総会
をめざし、多くの組合員
さん、新しい組合員さん

を皮切りに、４月 日ま
でに全支部が開催。門真
も誘い合って元気な支部
総会にしましょう。

団結力で
年間目標を達成！
デコレーション作成に始ま
った、しろがき事業所の月間
は、 仲 間 増 や し に 猛 チ ャ ー
ジ。特に 月 日の日曜健診
を皮切りに、月間中に年間目
標の ％の 人を大きく突破
し、 人の成果。その後、
月に仲間増やしの年間目標を

日、 診 療

中、 人余の人に署名と

に通り過ぎる人が多い

は、雪が降るため、足早

部合同の萱島駅頭宣伝

ひまわり・なでしこ支

ました。

ンタイン行動に取り組み

所、全支部で独自のバレ

２月６～

とりくむバレンタイン行動

みい支部
訪問行動

医療制度の
改悪は許さない！

なでしこ・ひまわ
り支部駅頭宣伝

みい診療所
外来患者へ訴え

「ふれ愛ハウス香里みつばち」
で広がる

医療生協のアンケートに
応えてもらいました。
みい支部では、日頃つ
ながりの薄い地域を組合
員訪問。医療や介護の制
度が改悪される中、早め
の介護認定とサービスの
利用をすすめましたが、
「自立できる間はがんば
る」と断る組合員も。日
常的にこういう人たちを
支えられる支部にしてい
きたいと思いました。
３診療所では、診療所
利 用 委 員 が、 外 来 患 者
に、これからの医療制度
の改悪の内容を説明し、
「あなたの声を聞かせて
ください」 と訴えまし
た。
をしています。
今では食事会の人数も
増え ～ 名と嬉しい悲

くりとお喋りしながらで

ことも。広く食事もゆっ

ても良いし、欲しい物が

る組合員から野菜をわけ

近くで畑作りをされてい

鳴を上げています。先日

きるので組合員の方の近

あったら作ってあげるよ

「ふれ愛ハウス香里み
ヶ月たちました。以前に

況もつかめるようになり

つばち」に移転して約

成はあったものの、目標を正
比べ人通りも多く、通り

懸賞付きデコレーション作
面に据えた職場の雰囲気が功

との嬉しい申し入れも。
私たちの活動が地域に見

一人暮らしの



では体調の良い日は食事

ことがわかりました。今

療養中で体調が悪かった

方が糖尿病と診断され、

いうことで訪問し、その

にしていきたい、みんな

気軽に集まれるような場

地域に広がって、誰でも

〝わ〟が、たまり場から

ふれあい・支えあい」の

医療生協の「出会い・

合員の顔が見えないねと

会に参加されますが、見

の思いです。
ともろぎ支部
支部長 荒木千代子

事提供や、飲み物を先に

利用者個々にあった食

生徒の元気な掛け声に応

機能訓練中の利用者は、

にうちとけていました。


出す意味などの説明を真

え、いつも以上に頑張っ



し 、 利 用 者 か ら「 鬼 は

生徒たちも鬼の役を担当

の両方を学ぶ事が出来

「仕事の楽しさと厳しさ

研修を終えた生徒から

ていました。

外」と勢いよく豆を投げ

た」
「将来は福祉の仕事

島津 幸祐

みどりデイサービス

んでいました。

うな生徒とのひと時を喜

い？）利用者は、孫のよ

返 り、
（ 年 も、 も ど り た

ら元気をもらい、初心に

職員は、３人の生徒か

も。

につきたい」などの感想

られたりしてすっかり場

節分の行事にも参加。

剣に聞いていました。

で「お元気ですか」訪問

営委員が数日おきに交代

守りが必要と判断し、運

か。

いつも食事にきている

ました。

・朝食は抜いて

時 分～

２月５日・６日、守口
市立大久保中学校から３
人の中学生が職場体験研
修。

えだしたことでしょ う

すがりにのぞいてくれる

取り組みとなりました。
しろがき事業所スタッフ一同
☆あさひ介護事業所、ホーム
さつき、きんだ介護事業所で
も年間目標を達成しました。
☆全支部・事業所で年度末ま
で一気にやりあげ、強く、大

※無資
 格の方でも今後資
格を取る意志のある方

士 ・ヘルパー

きな医療生協にしましょう。

めるのはあいちゃ んだ

・受診券・保険証持参を

・講師：大阪原水協
事務局長 小松正明氏
・かやしま介護事業所
虹の広場

■ハイキングのご案内
３月 日
（水）
枚岡梅林

初日はとても緊張して

歳代の組

を奏して、やらされ感のない

超過達成。

“たまり場・ともろぎ”
の
○
わ

東・守口東の両支部は支
部分割総会を予定し、
支部になります。

る太極拳サークルで、体操の
あとは健康や地域イベント、
平和運動の話。一風変わった
し り と り ゲ ー ム で も「 脳 ト
レ」と大笑い。
けいはん医療生協のハイキ
ング同好会が企画した「七福
神めぐり」にサークルなかま
も参加し、これが好評で５名
加入という「福」をもらいま
した。
門真中央・門真東支部
太極拳サークル「仲間」

伝 言 板

け。励ましながら一緒に

４月 日（金）

■日曜健診（要予約）
も可
・みい診療所
■ＮＰ Ｔ ニ ュ ー ヨ ー
ク行動に宮崎さん
３月 日（今年度最終）
を送り出す集会

歩いてくれるから、１人

※３月末まで、平日も行
っています。

☎８３５―０６００

で歩くより力が出る。世

■法律相談（要予約）
３月 日（金）
午後２時～

て、サービス精神も旺盛

間話もいっぱいしてくれ

ないの。こんなことを頼

「誰もついて来てくれ

ご紹介。

人ほどの組合員がい

私たちの仲間ふやし年度末にむけて全支部で奮闘を！
「会」の仲間で畷のさと温
泉でのんびりと温泉につか
り、ビールを飲み、おいしい
食事をとりながら近況を出し
合い、社交ダンスを楽しみま
した。私は、９条の会の事、
「けいはん医療生協」で健診
案内や「ハイキング同好会」
で忙しいと報告。すると、そ
の場で「医療生協」に興味を
示され、すぐに加入してくれ
ま し た。「 誰 に で も 気 軽 に 声
理事

をかけること」が大事


介護保険サービスが使えない
出会い・ふれあい・支えあいの会
「あいちゃん」
の出番です

介護保険の申請中で、
でうれしかったわ」とて

かやしま介護事業所

・集合：９時 分

いましたが、若さを武器

また、水曜日の夜診療についても、３

みいケアプランセンター

ど、組合員さんの声に応
腰が痛くて動けなかった
もよかったみたいで、何

■職員募集

ＪＲ京橋改札口

を持ちまして休診させていただきます。

ビス
に笑顔で元気よく話し、

80

が諸事業により、３月29日（日）の診療

久村 洋人

えるために、あいちゃん
Aさんですが、どうして

度もご利用されていま

で

利 用 者 は、
「孫と話して

開設以来、日曜診療を行ってきました

室長

をご紹介することがあり
ものり巻きが食べたいと
す。

明るく、やる気のある
方を募集しています

・ＮＨ
 Ｋ７時の降水確率
％で中止

いたします。

みいケアプランセンタ

「あいちゃんと
ーでは、介護保険ででき
のり巻き」
の巻

ます。いくつかの事例を
思い、あいちゃんを利用

２/９
◆４月から当面、水曜日の夜診療を休診

みどりデイサー

10
◆４月から日曜診療を休診します

か

るみたいや」 とニコニ

月25日（水）の診療をもって、当面休診

しました。

看護師（正・准）

・常勤 ・パート

コ。

承をお願いします。

「あいちゃんが
すぐに、買い物に行っ
大工さん」の巻

・連絡
 は０８０―４６４
０―１４７９（尾﨑）

ご不便をおかけしますがご理解とご了

てくれて、ご要望通り、

30

支部
診療所
２/13
２/10

16
けいはん医療生活協同組合

介護職員 ・介護福祉


させていただきます。

玄関先の土の所に猫が

けいはん医療生活協同組合

美味しいのり巻きが食べ



大久保中学校 ら
３人の職場体験
研修

みい診療所
診療体制変更について

30
2015年３月１日

な い 事 や、 急 な 要 望 な

成田支部総会・早春の集いの様子
2014年
19

30 10

18

ご連絡は☎072―882―5025（組織部まで）

来る。土のところを全部

10

55

18

お願いします。

られました。急なお願い

門真市上島町38番８号

コンクリートにして欲し
い。こんな要望に応えら
れるのがあいちゃ んで
す。組合員さんで元大工
さんがいて材料費と１時
間８００円の利用料でし

久村 洋人

12


なのに、応えてくれてあ
りがとう。感謝されてい
るAさんでした。

「あいちゃんと
お散歩」の巻

てくれました。仕上がり
はやはりプロ。それを見
たケアマネは、うちの玄
関周りもお願いしたいと
思うのでした。
室長

みいケアプランセンター


文介
高尾
所長
みい診療所

章一
石橋
理事長


娘 が 遠 方 に 住 むBさ
ん。ヘルパーさんに買い
物に行ってもらっている
けれど、散歩がしたい。
でも介護保険では散歩は
無理。残念がる姿をみた
ケアマネがあいちゃんを

30

16
外の長期住所不明組合員は、今年３月末

40

お心当たりの方は、速やかにご連絡を

七福神めぐりで
５人の「福」をもらいました
30

61 80

で法定脱退処理手続きが行われます。

!!

26

15

定款第10条の２の規定に基づき、定款

門真退職教職員の会で

みてみましょう。

報
困った時はまず一
！
いのち輝く社会を

15

楽しくなくちゃ医療生協じゃない！
No.4
医療・介護事例

27

定款外
（寝屋川・門真・守口市）
長期住所不明組合員の
法定脱退手続きに関する公示

新しいなかまを誘って元気に支部総会
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