認知症サポーターは、

加

の

声

サポーターとして
やりたいこと
◎オレンジリング持って
いるが活用できていな
い。学習を参考に活か
していきたい。

大 事 に し、意 識 し て 声
かけなどしていきたい。
◎「あ
 いちゃんの会」も
含め医療生協の出番。
いろんな施策と合わせ
てすすめていきたい。

学習交流会
の感想
◎認知
 症についてよくわ
かった。学習が大切。
◎認知
 症ケアは個人差が
大きいので、こちらの
学習と接し方が大事で
すね。
◎認知
 症への適切な対応
もっ と詳しく知りた
い。
◎グル
 ープワークでいろ
いろな意見・具体的な
事例がでて、すごくた
めになった。

要望などを

方の意見や

受講された

ト」は１７７１人から回

し た「 組 合 員 ア ン ケ ー

明確にするために実施を

の暮らしの実態や要求を

生協 ～けいはん医療生

りが実現できる医療福祉

い・支えあいのまちづく

本文「
（仮称）
・助けあ

望があるのか、取りあえ

ケアマネにどの様な希

ど取り付けも住宅改修が

約もありますが、手摺な

額に上限や改修内容に制

になったのであれば、金

・ 交通事故相手への保障は
・死亡家族の債権問題

・相続問題・親権変更

◇こんな時は相談を

◎かやしま介護事業所

・集合
 ：ＪＲ環状線「京
橋」改札口 ９時
※要参加費２００円
交通費実費
※当日
 ７時ＮＨＫ降水確
率 ％以上で中止
※弁当・お茶・雨具持参
※０８
 ０―４６４０―１
４７９（尾崎）

■子ど
 も服リサイクル
１００円バザー
◎４月
日（日） 時～

みいふれあいの家

力されているのがわかり
ました。医療福祉生協連
の章典」
の
「いのち」を大

がかかげている「いのち

「青ひげ」先生の名前
切にを、組合員と協力し

青ひげ先生の聴診器
観劇！ 感激！
の由来は？髭を剃った跡
て実践されている医療の
た。私達組合員も日頃か

が青いから。劇をみて疑
院長が患者と向き合
ら職員との連携を大切に

あり方を示していまし

い、その人の願いを実現
していきたいと思いまし

問が解けました。

すべく、後に続く医師や
た。

理事 平瀬 初枝

研修医の力になろうと努
元気にシュプレヒコール
で訴え行進しました。
福島の原発事故から４
年。今も 万人を超える
方が避難生活で苦しんで
います。
日本中に原発がある限
り、これからも大きな反

感じるほど、各団

の扇町公園が狭く

行動に参加。会場

初めて原発反対

よなら原発！」
「原発は

で魔法使い。全員で「さ

マントと黒の帽子でまる

する人、私もオレンジの

で、着ぐるみを着て参加

しいと、私自身も決意を

と多くの人に参加してほ

て は い け な い ！ 」、 も っ

っ て い る と 聞 き、
「忘れ

と。昨年より参加者が減

対の声を上げていかねば

体からたくさんの
新たにしました。
みい支部

廃炉に！」と様々なゼッ
ケンをつけ、子どもたち
の太鼓のリズムに合わせ

山口 たず子

参加が。けいはん

医療生協からは

人 が 参 加。 親 子

代わりのカルピスとお茶
菓子を食べながら、おし
ゃべりをし、指体操・カ
人

ラオケで楽しみました。
当日は家族も含め

が参加、最後に七段飾り

付き有料老人ホー

３月３日、介護

んだ笑顔が印象的でし

ましいポーズや、はにか

影。入居者の方のほほえ

のひな人形の前で記念撮

ムさつき（以下、

た。
福永 万里

ホームさつき

ホームさつき）
は、ささやかなお
茶会を開催。甘酒

コーディネーターも交

ん」支援会員交流会を

月 ２ 日、
「あいちゃ

郷も含め、掃除、通院、

話が楽しみとか。みいの

一の外出で支援会員との

をもらいます。通院が唯

と、また頑張ろうと元気

「あいちゃん」
支援会員交流で
やりがいの確認！
２月 日と３

えて 名で開催。日頃

事や利用会員さんと接し

兼ね、支援活動で感じた

を取りながら自己紹介を

の労をねぎらい、昼食

員とのきずなが強まり、

指名される方も。支援会

いつも同じ人がいい」と

され「次々と替わらず、

買い物など定期的に利用

中です。
コーディネーター



野路 郁子

只今、支援会員も募集

頼りにされています。

ての励ましや喜びなど交
流しました。
ヘルパーのできない仕
事を支援し、終了時に利
用会員さんに感謝される

３月７日に開催された「けいはんしゃ べり場」
の優秀６演目概要をシリーズで紹介します

支部分割への
産みの苦しみと喜び
１０２６人となり難しく

３月 日には支部分割

〔考察・まとめ〕

０００人を超えた今、も
した。新支部誕生の苦し

なってきました。
数年前から、支部分割

みと、それに伴う喜びを

う後回しできなくなりま
の声はチラホラ出ていま

伝えます。

を予定していますが、現
在支部運営委員は 人、

「東・中央・西」の３つ

の ４ 年 後、 門 真 支 部 は

後に門真支部が結成。そ

療生協が設立され、３年

１９９１年けいはん医

委員づくりが必要です。

なるにはもう数名の運営

部、「 医 療 生 協 の 顔 」 に

の隅々 まで目が届く支

ると５人と８人で、地域

これを２つの支部に分け

０人へと大きく成長。地

後の２０１２年には９０

数６６３人となり、４年

後、門真東支部は組合員

みが続いています。

びと運営委員確保の苦し

割総会にむけ、分割の喜

増やしていくか、支部分

運営委員をどのように

をめざしました。現在は

域に密着した支部づくり

に 分 割 し ま し た。

年

〔報告内容・経過〕

した。できれば避けて通
りたい思いが強かったの
ですが、支部組合員が１



出し、意見
答が寄せられ、回収には
協の挑戦とみいの郷・ホ

ず相談して下さい。介護

できます。家での生活を

・隣人とのトラブル対応



交換を行い
３１７人の組合員・職員
ームさつき建設への道

保険であるという事は、

支援するヘルパー、デイ

お問合せは 組織部



い参加型の交流会になり

害が起こり、意識はしっ
何か特別なことをやる人
◎現在認知症の人と接し
ている。これからも見
守っていきたい。

◎自分
 の姉妹が認知症。
非常によくわかる。
◎地域
 で認知症のネット
ワークをつくりたい。
◎声を
 かけることが一番
ですね。
ます。あらためてお礼申

ました。
のみなさんが参加。短期
～」とあわせ、夏前には

国が制度を決めている

サービスや訪問看護、リ

支部・班・組合員・事業所 みんなのとりくみ

認知症サポーター学習交流会開催
門真・守口で 人、寝屋川で 人
地 域 で のとりくみを 熱 く 語 り 合 う
学びました。

参加者はオレンジリン
て、グループワークを行

た。

同で山岡副部長を講師に
グを持っている人を中心
い、具体的な事例ごとに

門真・守口協議会は合
日本部で、寝屋川
に、初めての人も参加。
対応などについて話し合

そのあと４班に分かれ
参 者

協議会は大倉主任を講師
最初の 分は、認知症と

２月
日にぎわい創
はどんな病気で家族や周
ました。

に、２月
造館で、認知症サポータ
りとどう対応するのかを

て温かい目で見守ること

認知症と認知症サポーターとは？
認知症の多くは老いに

かりしているものの、社
ではなく、認知症を理解

がスタートです。

会生活や対人関係に支障
した認知症の人への「応

伴い、記憶や判断力の障

が出る状態をいいます。
援者」です。
◎サポーターというより
地域の一員としてこう

加齢によるもの忘れで
今後もこの様な参加型の
いう取り組みをみんな

まちづくり委員会は、
交流会や認知症サポータ
に広げていきたい。

は、そのことを自覚して
認知症について正しく
ー養成講座を企画してい

いる点が違います。
理解し、偏見をもたず、
きます。

◎近所同士の付き合いを

認知症の人や家族に対し
など。５講座で 人（内
し上げます。
また、「みいの郷（サー
ビス付高齢者向住宅）
」
、
「ホームさつき（介護付
有 料 老 人 ホ ー ム）
」 の入
居者のみなさんからもア
ンケートのご協力をいた
だき、結果は立命館大学
経済学部佐藤卓利教授、
橋本貴彦准教授、小田巻
氏（博士課程院生）にご

私 た ち
間に、これだけアンケー
ブックレットとして

為、できる事とできない

ハビリ等利用もします

０７２―８８２―５０
２５

15

ー学習交流会を行いまし

講師山岡副部長に
よる学習
昨年、 月～ 月にか
受講されました。参加さ

後期高齢者 %）の方が

中５圏域で、寝屋川市か
れたみなさんの積極的な

け、寝屋川市６生活圏域
ら事業委託を受け「気軽
姿に、参加したスタッフ

を次に活かしつなげよう

今回の取り組み・経験

た。

自身学ぶことができまし

に元気アップ講座」を開
催しました。
講 座 は 、「 誰 も が 元 気
でいきいきと暮らし続け
る」を目的に、一講座
と、２月 日、寝屋川市
担当課と「交流会」を持

人定員で、週一回４日間
コースです。プログラム
ち「講座」の内容や、今後

は、今後の
トが寄せられたのは、担

（社）高齢期運動サポー

担当いただき分析中で

「地域まる
い手のみなさんの頑張り

トセンターから刊行され

月、組合員

ごとケア」
であり、 年間築いてき

る予定です。ご期待くだ

昨年 ～

にむけた、
たけいはん医療生協の

への発展、

一つのキッ
さい！

伝 言 板

事が制度で決められてい

が、家族の協力、知人や

■ハイキング案内

26

す。

カケになっ 「ネットワーク」力といえ

たのではな
いかと思い
ます。

■皮膚科診療日の変更

本部
満若多美子

・みどり診療所皮膚科の
診療日・時間が変わり
◇火曜日午後２時半～

ます

て考えます。全ての希望
を実現できないかもしれ
ない為、こだわりがあり

４時半（４月 日まで）

↓

譲れない事や融通がきく
（我慢しても良い）事を

金曜日午後２時～４時

◎４月 日（金）

ます。何に困っていて、

ボランティアの力を借り

◎４月 日（火）

20

は口腔ケア・栄養・体操

認知症の高齢者
一人暮らしは限界
「施設入所は
イヤ！」
そんなときはまず相談を
さつきケアプランセンター

整理して伝えて下さい。

（５月８日～）

院した場合、退院後も家

また、突然の病気で入

で 入 れ な い。 し か し、

で生活を続けるのであれ

石田 善人

高齢で独り暮らし、認
「施設はイヤ」という方

ば、退院後の生活を考え、 ■法律相談（要予約）

室長
知症があり、ご飯は作れ
でも工夫すれば、家で生

やはりケアマネに相談し

※変更に伴いご迷惑をお
かけします。

ないし、お風呂にひとり
活を続ける事も介護サー

どの様な事を助けて欲し

る事も大切です。みんな

30
13

午後２時～

いのか。介護保険のプロ

で力を合わせ生活を守っ

「堺浅香山浄水場のつ
つ じ 」「 仁 徳 天 皇 陵 大

ホームさつき
ひなまつり
10

て下さい。身体が不自由

であるケアマネは、希望

ていく事が、今後は益々

22

28

助けあいの会
No.1

門真東支部

「あいちゃん」
門真東支部

できるかも？

を尊重しながら、出来る

さよなら原発
３・８関西アクション
行動に参加して
No.12

30

70

仙公園」

・申し込みは、けいはん医療生協さつきヘルパーステーションへ

好評だった元気アップ体操
重要になっていきます。

ている方

シリーズ

25

15

青ひげ先生
の
聴診器
優秀賞

10

担当（船崎）
☎06－6991－3670
守口市菊水通３丁目２－５

けいはん
しゃべり場
優秀賞の紹介

71

12

限りの方法を試行錯誤し

・資格を持っているけど不安がある方、これから資格取得を考え

26

45

10

ビスを利用する事で実現

報
困った時はまず一
！
いのち輝く社会を

40

介護のお仕事ワクワク体験会

24

24

28

26

日時：４月14日（火）

「気軽に元気アップ講座」を
終えて 寝屋川市と意見交流会

まちづくり
委員会主催
12

「組合員アンケート」
調査結果、
ブックレットとして
刊行予定！
28

屋川市

寝

10

27
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