470回

業所、支部（組合員）

勢学習」を理事会、事

１運動
 をすすめる基礎力
となる「理念学習・情
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平和の願いをニューヨークへ
日（金） 時よ

すべての核兵器の廃絶が
いかに大切かを学びまし

り本部１階の虹のひろば
会に参加した３名から宮

この間、原水禁世界大

た。

でケアマネージャー宮崎
崎さんへの激励の言葉を

４月

さんをＮＰＴ再検
送りました。
宮崎さんはみなさんの

討会議ニューヨー
ク行動に送り出す
代表として、２３１４筆
の署名を携え、平和への

名の参

壮行会を
加で開催しまし
決意を述べ、核兵器廃絶

願いを国連に届けますと

大阪原水協の小
の想いを共有しました。

た。
松事務局長から、
ＮＰＴ再検討会議
みい診療所 平岡 賢明

っているんだといった感

とは何か、また、
戦後の社会保障の歴史と
民医連綱領、辺野古新基
地建設、
生活保護、
介護と
医療の大改悪など、無差
別 平 等 の「 地 域 包 括 ケ
ア」、 買 い 物 難 民 な ど 本
当に多彩な中身を学びま
した。参加者からは、政
の長瀬文雄氏を講師に、
想がよせられました。

治とくらしが密接に繋が
全責任者会議で学習会を

３月 日午後、

全日本民医連副会
開催。震災・原発、戦前

本部 大松 美樹雄

長（前事務局長）

支部分割後初班会
４月 日、

になっていいわと楽しく
開催しています。
体脂肪チェックは欠か

次回は足指力計測器

さず行い、日頃の運動不

が班会を開

「チェッカーくん」を使

門真南支部は

催。医療生協

って下肢筋力をはかり、

足も自覚しながら、ラジ

の「８つの生

年齢とともに衰える足腰

分割後、さっ

活習慣と２つ

の運動もしていく予定で

オ体操をしました。

の健康指標」

す。

そく生健会班

について学

門真南支部 井原 豊子

を受け、新たに地域に貢
献する事業を模索する中
での訪問でした。
交流は「あいちゃん」
の組織づくりや運営、人
材確保、財政活動など多
面的な質問が出され、長
年の施設ボランティア活
動 が 基 礎 に「 あ い ち ゃ
ん」の発足がスムーズに
できたことなど長時間に
わたっ て話し合いまし
た。
平松 眞美子
コーディネーター



れ入院。その後、不安感

る。

り、家人も安心されてい

老齢期にとって仕事の

学んだこと・今後の課題

・焦燥感など、入院によ
る状態の改善は見られた
ものの完治しないうちに
退院となる。

役割は生きる意欲につな

し、薬物に対しての反応

望、自傷行為をほのめか

後、 病 院 受 診。 自 殺 願

え、さつき診療所を受診

気分 ・ 不眠 ・ 不安を訴

Ａさん・仕事で抑うつ

在は、病院と情報共有を

人ホームさつき入所。現

討。結果、介護付有料老

活をどう支えていくか検

フで退院後のＡさんの生

ネ・医師・診療所スタッ

家人・当事業所ケアマ

今回の事例は「ずっと

はないかと考えます。

出すことに繋がったので

行動が、自分の役割を見

い立場の利用者を支える

用者と生活をする中、弱

以上の手助けが必要な利

さつきで、同世代・自分

がります。今回、ホーム

は乏しく、外泊・単身生

行いながら、さつき診療

元気にこの街で」暮らし

検討と対応

活は困難な状況と判断さ

所から月２回の訪問診察

ったといえます。安心し

続けるためには地域組合

現在では、自殺願望を

てＡさんが生活でき、心

と、 診 療 所 ス タ ッ フ が

声に出されることもある

の平和へと支えられるよ

員・家族・スタッフなど

が、他の入居者と食事や

う、これからも関わりを

「ホームさつき」へ出向

会話を楽しむ場面もあ

強めていきます。

医療生協の「宝」を駆使

り、不穏行動も少なくな

いた時は声かけを行い状

事例内容

り地域支援事業への助成

び、毎回ため

和歌山中央医療
生協と交流

同生協は、病院・診療

３月 日和歌山中央医
８ 人 の 訪 問 を 受 け、
「あ

所・介護事業、施設を展

ました。

２管理
 者・責任者の人材
育成に引き続きとりく

いちゃん」のコーディネ

開。今年度、和歌山市よ

療生協の理事、事務長他

み、次世代を担う幹部

ーターと事務局が交流し
３組合
 員参加の人材確保
にとりくみます。

■ハイキング案内
◎５月 日（木）
「山田池公園のしょうぶ」

・集合：京阪「枚方市駅」

北口バス停付近
時
※要参加費２００円
交通費実費
※０９
 ０―３９７２―１
４７９（尾崎）

■ＮＰ
 Ｔ再検討会議
ニューヨーク行動
報告会
◎５月 日（月）
午後６時 分

◎本部 １ 階「 虹 の ひ ろ
ば」にて

Ａさんの事例からみんなで
検討し見えてきたもの

を養成していきます。

ですすめます。
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202回

◉「支 部 を 単 位 に 班 を 基 礎 に 」 し た 組 織 強 化 で
「地域まるごとケア」を育てます

班会開催

◉新規事業を早期に軌道に乗せ、事業利用件数増
を重視し、経常剰余７％確保で「地域まるごと

70班

ケア」を育てます

★門真東支部が、門真東と門真南支部に分割

５班

★守口東支部は、守口東と守口北支部に分割

新班づくり

「地域まるごとケア」
は、組織・事業の発展
に見合う人材育成で

40,000千円

全体で 支部となりました

増をめざします。
２法人内の医療・介護連
携を強め、介護報酬改
定に対応する各種加算
を取得し、サービス内
容の向上をはかりま
す。
３ブロック単位の事例検
討を継続します。
４「ＭＢＯ」の仕組みを
活かし「ＩＳＯ」で確
認をしていきます。
「地域まるごとケア」
は、憲法を守り、
社会保障の充実で
１学習を基礎に「戦争を
する国づくり」に反対
し、平和といのち・人
権を守る運動を広げま
す。
２社会保障改悪の内容を
広く知らせ、いのち・

34,430千円

◉社会保障の充実、平和憲法を守る運動を通して
「地域まるごとケア」を育てます

「（ 仮 称 ） ２ ０ １ ６ 新
春のつどい」を開催し
ます。
４強く大きく、頼りにさ
れる医療生協へ全国四
課題を強めます。
★早期に８０００世帯
の峰を築き、１０００
人の仲間ふやしで、医
療福祉生協連３００万
人組合員達成に貢献を
していきます。
「地域まるごとケア」
は
利用件数増を基本にした
７％の経常剰余で

暮らしを守る運動を地
域の諸団体とともにと
りくみます。

伝 言 板
■法律相談（要予約）
◎５月 日（金）

金

◉学習を基礎に、組織・事業発展に見合う人づく
りで「地域まるごとケア」を育てます

「地域まるごとケア」
は
ブロック・支部態勢の
いっそうの強化で

１「支部を単位に班を基
礎に」した組合員運動
を強めます。
★みい支部、成田支部
分割にむけ検討・準備
に入ります。
２医療生協の８つの生活
習慣を定着させ「健康
を つ く る。」 を 前 進 さ
せます。
３組合員のつながりを広
げ、きずなを強める取
１医療事業の三本柱（・
予防 ・ 慢性疾患 ・ 在
宅）の強化で利用件数
を利用し入浴もできま
す。また、簡易浴槽を自
宅に持ち込み、入浴する
訪問入浴というサービス
もあります。

◎本部１階

午後２時～

問介護看護という比較的

◇こんな時は相談を

定期巡回随時対応型訪
新しいサービスもできて

・相続問題・親権変更

資

10

し連携がとれた事例であ

さつき事業所

態把握に努めている。

シリーズ No.2

り組みをすすめます。

護する者も負担が軽くな

います。 時間の間に定
期的、或いは、急にヘル

・交通事故相手への補償
は
・死亡家族の債権問題

パーの訪問が必要になっ
た場合、臨時で訪問して

お問い合せは 組織部

・隣人とのトラブル対応
介護疲れがひどくなら

もらう事もできます。
ないように、特別養護老

出

10

★１月 日（土）守口
市エナジーホールで、

さあ大変、
もしも
連れあいが寝込んだら？
寝込まれたご主人（奥
ります。本人の状態に合

明美

様）の世話をするために
ったマットレスを選び、

篠原

介護用ベッドを借りまし
楽に自宅でも療養できる

みどりケアプランセンター

ょう。体への負担が少な
ようにしましょう。
身の回りの世話はヘル
パーの出番です。体を拭
いたり、着替えやおむつ
を替えるなどの支援も行

支部・班・組合員・事業所 みんなのとりくみ
けいはん
しゃべり場
優秀賞の紹介

合員の峰を実現しました

０７２―８８２―５０
２５
人ホームなど短期的に泊

600世帯
けいはん医療生活協同組合
〒571-0071 門真市上島町38番８号
担当・本部 徳岡 ☎072-882-5093

えます。

る事もできるサービスも
あります。時々、施設で
看てもらうことで、介護
する者の健康も守ってい
く事も大切です。
介護保険制度もよく変
わる為、不安な事や不明

495世帯

くらない「学びまっせ・広げま

な点があれば、まず私達

演題を発表するさつき事業所職員

通院が大変な場合は、
定期的に自宅で診察する
事を頼み、看護師にも訪
問してもらいましょう。
看護師に体調の管理や療
養上の相談、主治医の指
示により様々な手当ても
してもらえます。

数

ト２大学習運動は、846 人が受

けいはん医療生協のケア

て平和憲法を学びました

帯

30

制となりました

入浴は、デイサービス

被爆70年の今年、あらため

世

るわかりパー

マネにご相談ください。

1,000人

28

25

・介護福祉士
・理学療法士

加、運営委員は 158 人体

を利用する方法や自宅で

師に 338 人が参加。戦後 ・

742人
組合員数

全責任者会議で
社会保障情勢を
学習

「あいちゃん」

い」は、池田香代子氏を講
2014年度実績 2014年度目標

25

助けあいの会
17

輝く新春のつど
2014年度組織活動の結果

わせ集会」は 100 人が参

11月14日、11,000人の組

■勤務条件
休
 日・給与・諸規程など当組合規定に
よる
■応募方法
５
 月29日（金）までに履歴書送付のこ
と。書類選考の上、面接日通知

ん（委員）じゃない！顔合

秋の生協強化月間中の
った「組合員アンケート」は 1,808 人から回答が寄せられ

［急募・事務総合職］

題は
看護師、ヘルパーの支援

ださい

No.13

「2015いのち

１月
［募集］

■募集職種
・
 看護師
・介護スタッフ
・ケアマネージャー

ご紹介く

スタッフ募集

シリーズ

を力強く切り拓いていくことを目的に行
22

の運動に取り組みました
っせ・つながりまっせ」～

え（営）よ♪いい

５月

11月
ました
16

24年の事業と運動をふりかえり、未来

11～12月
３月

～一人ぼっちの組合員をつ
講

（骨子）

けいはんま

６～10月

総括方針
議案

掲げた重点課
「ウン（運）え

く寝起きが楽になり、介

報
困った時はまず一
！
いのち輝く社会を

24

みんなで咲かせよう
「地域まるごとケア」
方針案
骨子

第33回
通常総会
16

総括案
骨子

きずなを強め
「地域まるごとケア」を育てます
2014年度
2015年度
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