前に提出する「給与所得
して、支払者等が罰せら

合は、番号を漏らしたと
ない場合は、提供を求め

れでもなお、教えてくれ

ことを伝えて下さい。そ

報告事例からみると、

て、マイナンバーを教え

流出などを危惧し

もし本人が番号の

と区別するためです。い

があって紛失した場合」

す。これは「番号の提供

くよう」 になっ ていま

るなどして明確にしてお

てくれない場合はどうす
務の煩雑さとその負担の

ずれにしても、様々な事

国税庁のホームペ

載なしの書類を税

務署等は受けとっても

務付けられても提

法律で記載が義

らえますか？

Ａ

出書類に番号の記載が
ないことをもって、税
務署等が受け取らない
ことはしないとなって
います。
午後２時～
かやしま介護事業所
お問い合わせは組織部
（０
 ７２―８８２―５
０２５）まで

がとても良かった」と感
想を出し合いました。先
いて説明があり、巡回健

生から健診の大切さにつ

支部主催で新しい組

頂 く な ど、 う れ し い 声

診も訴え「みい診療所で

７月４日当日は、あ
も。参加の運営委員は、

合員さん対象に、健康

いにくの小雨にもかか
良かっ たねと笑顔で解

受診する」と約束もして

わらず 名が参加。み

学習会を開催。

ウェルカム訪問で
「ピンピンコロリ」
教室開催

６月 日、第４

上島住宅集会所にて

７月４日（土）に

自己紹介し「先生の話

室で学んだ後、全員が

央支部の運営委員が全戸

営住宅の集会所で門真中

害。独居高齢者の多い府

 支部長 濱口 富子

ゆうゆう支部

散。８月９日の巡回健診

門真中央支部主催の
訪問活動しての初めての

い診療所高尾所長の

門真消費生活センタ
取り組みでした。あいに

に弾みがつきました。

ーの出前講座による
くの雨で参加者は 名で

「ピンピンコロリ」教

学習会を開催。
度重なるメディア
レイングもあって、熱心

したが、楽しいロールプ

道下 雅子

からの注意喚起にも

支部長

な学習会でした。
門真中央支部

かかわらず、増え続
ける特殊詐欺の被
といろんな話で盛り上が
りました。
一度医療生協での学習

合同で、城北公園

口北、守口東支部

も、どんどんやりましょ

楽しい行事をこれから

という意見も出ました。

会を持ってもいいのでは

へ菖蒲・紫陽花を

うという事になりまし

日に、守

見に行き、公園内

野口 道夫

デイサービスの米田室長

が参加。学習ではみどり

実 感、
「元気をもらっ て

「頼りにされている」と

回、出あい・ふれ

て１０００時間の支援依

のべ５７０件、時間にし

動をさらに広げて行こう
中西多恵子

と確認し合いました。
コーディネーター

事。それはきっと自分の
７月５日、大阪

て、人として、死にゆく

加しました。看護師とし

表者である当診療所の古

悩み抜いた事例は、発

財産になっ たと思いま
民医連看護介護研

患者とその家族にどう関

での終末期に、ジレン

初めて感じる在宅医療

増した様に感じていま

き、スタッフの団結が、

見事〝キラッと賞〟を頂

今後も常に探究心を持

マを抱えましたが、答
々 な形で関わっ てこ

ち、患者と向き合ってい

す。
そ、在宅医療なのだと

さつき診療所
看護師

をつけて明るく楽しく利
用者さまに満足していた
だけるように続けていき

時にボランティアグル

＊１９９７年みどり診療
所のデイケア開始と同

す。休みなく続けられた

い」 の気持ちは同じで

ら い た い、 笑 顔 が 見 た

者の皆さんに「喜んでも

きました。どちらも利用

い、解決の糸口を探して

そのたびに話し合いを行

することもありました。

の想いがかみ合わず衝突

「地域丸ごとケア」を担

思っています。ご一緒に

アをしていただけたらと

もよいです。ボランティ

ある方、一週間に半日で

不安です。どうか時間の

ます。今後どうなるかと

まと近い年齢になってい

は高齢化が進み利用者さ

ボランティアも、今で

たいと思います。

＊スタッフと共に利用者
さまにより良いサービ

事は、医療生協の理念を

ープを発足

スの提供をするため

す。これからも健康に気

の声が励みになっていま

者さま、スタッフの感謝

間続けられたのは、利用

す。
宜しくお願いします。

ィア全員が信じていま

ためになる」とボランテ

ためにだけでなく自分の

「ボランティアは人の

ってください。
と思っています。又 年

お互いに共有できた事だ

ティアの想いとスタッフ

泉

きたいと思います。
た。事例を検討する事
は、自分を見つめ返す

年間の間にはボラン

考察・まとめ

明るく楽しく元気に
ボランティア活動 年の歩み

宮城

振り返る事ができまし

えは一つではなく、様

田看護師の奮闘もあり、

す。
究集会に、けいは

わるべきなのか？
さつき診療所が参

ん医療生協から、

見事
〝キラッと賞〟

れ、
「あいちゃ ん」 の活

る」 などの感想が出さ
年度、利用会員から

ついて学びました。

による「認知症予防」に

支 援 会 員 交 流 で は、

頼がありました。



守口東支部

た。

歳以上の

と総会が開かれ、約 人

会「あいちゃん」の学習

も出て、わいわい

「性の悩み」など

開き、

の広場で昼食会を

６月

たのしく紫陽花を
見に行きました

振り込め詐欺にご注意

あい・支えあいの

支部・班・組合員・事業所 みんなのとりくみ
取り組んだ理由



は一般の大腸菌と異なり
Ｏ による発症は成人や

マイナンバー記

大きさが予想できます。

高齢者ではほとんどみら

みい診療所・みどり診
療所・さつき診療所は
日（木）～ 日

Ｑ

ージでは「既に番号

るのですか？

Ａ
記載は税法などで義務づ
けられていますのでその

群にかかわるベロ毒素を

れないようですが、いず

８月



支払者の番号が除かれま

発生する特徴がありま

れも二次感染者が家族や

（土）
を休診いたします。

32

「戦争アカン」
と宣伝

被爆 年の今年は、国民平和大行進大阪府内通
し行進に２名送り出しました。７月 日、多くの
国 民 の 声 を 無 視 し て、 衆 議 院 で 強 行 採 決 さ れ た
「戦争法案」に対し、「戦争アカン」の声は、更に
大きく広がっています。７月 日、３市駅頭宣伝
行動で地域に響いた〝平和をつくる〟のおもいを
胸に、けいはん医療生協は「戦争反対」「核兵器廃
絶」に向け、力あわせて奮闘しています。憲法が
生きる地域づくりをさらに進めましょう。
原水禁世界大会に３人が参加します。「戦争法

者の扶養控除等申告書」
れることも予想されま

に受ける給与や公的
す。第三者に渡すための

す。本毒素を発生する腸

接触者に多いことから、

■巡回健診のお知らせ

高柳２丁目府営住宅集
会所にて。国民健康保

27

案」は参議院での審議に移りましたが、第
２弾として９月４日に宣伝行動を予定して
います。
最後まで行進できる
かどうか心配でした
が、「国際青年リレー」
のタスキをかけている
以上、絶対に歩くと強
く決意し、全国通し行

進者や沿道からの声援

にも励まされ、最後ま
で歩き通すこと
が出来ました。
戦争の無い未
来を子どもたち
に手渡したいと
強く感じまし

マイナンバー制度
や「公的年金受給者の扶
す。

た。

で何が変わるのです
養親族等申告書」にマイ

Ｑ
マイナンバー制度
ナンバーを付けて勤務先

Ａ

か？
は当面、社会保障と
等に届けなければなりま

年金で天引きされた税金
ものは、すべての番号を

管出血性大腸菌の血清型

感染力がきわめて強いと

下痢症や溶血性尿毒症候

た経過等を記録、保存す

税、災害対策の手続きに

の源泉徴収票に、イメー
除いたものになります。

Ｑ

せん。
保育所や銀行など

利用するとなっ ていま
す。例えば、税務関係の
申告書や届出書には、こ
に提出しなければな

らない源泉徴収票にもマ

Ｑ

載が義務付けられていま
イナンバーが記載されま

れまでは氏名・住所の記
したが、今後はマイナン
すか。
源泉徴収票は３種
類に分かれます。税

べての番号が記載されま

務署に提出するものはす

Ａ

バーの記載が法律で義務

てください。

具体的な例で教え

付けられました。

Ｑ

ジ図のように本人や扶養
もし、間違って番号が記

す。受給者に渡すものは

者、支払者の番号が記載
載されたものを渡した場

平成 年１月以降

されます。そのため、事
た人が必ず発症するとは

Ａ

ではないでしょうか。

は大部分がＯ１５７です

考えられています。

伝 言 板

６月に寝屋川市の保育
が、他にもＯ１１１、１

◎８月９日（日）午前９
時～ 時半

限りません。

園で集団発生した食中毒
０３なども下痢患者から

大腸菌食中毒の
予防のポイント

険証・特定健診受診券
持参。

■法律相談（要予約）
◎８月 日（金）

19

腸管出血性大腸菌Ｏ

の 原 因 菌 で す。「 ノ ロ ウ
検出されています。
による集団感染例

①帰宅時、調理前、食事
前の手洗い

■ 診療所休診のお知らせ

イルス」やＯ１５７によ
Ｏ

はほとんどが保育所で、

る食中毒はすでにご存じ
の 事 と 思 い ま す が、 今

人から人への感染が見ら
れます。流行の原因とし

②食肉を扱った容器、包
丁、まな板は熱湯で殺

③生肉、生レバーは禁食

て、感染を起こした幼児

員に感染、その後職員か

④調理後は早く食べる

菌。また、食材ごとに

ら感染、玩具や寝具、床

から健康な幼児へ感染、

などに感染したＯ に幼

⑤低温でも生き続けるの
で冷蔵庫を過信しない

使い分ける

児が感染したり、幼児用

など、食中毒予防に関し

20
19

幼児から保育士などの職

の小さなプールの水を介

15
65

戦争立法阻止を訴える参加者 守口市駅
若者が署名する古川橋駅
受診券を持参

14



午後６時
～７時

摂らず、保険証、

「あいちゃん」
が総会

私たちが参加します

て全般的に言えます。

※受診の際、朝食は

19

・寝屋川市駅
・古川橋駅
・守口市駅

退院間近、自宅での医療処置にお
困りの方、お気軽にご相談ください。
訪問看護師がご自宅まで伺います。
◎訪問看護ステーションすこやか
（☎072-882-6888）まで
10月18日（日）

15
10月25日（日）

26

６／30～
７／７
する感染ですが、感染し

10月４日（日）

シリーズ No.5

「戦争法案」絶対反対！声を上げて訴えました
９月13日（日）

ボランティア
みどりグループ

９月４日（金）

訪問看護ステーションすこやか
９月27日（日）

13

11

28

●みい診療所

26

いつも
たよりになる味方

守口協議会 さつきケアプラン 本部・経理
中西多恵子さん 桐山真司さん 細川浩嗣さん

日曜健診のご案内

26

回、集団発生したＯ は

No.2

けいはん
しゃべり場
優秀賞の紹介

７・５ 守口～寝屋川
26

26

聞きなれない方も多いの

豆知識

シール投票をする学生 寝屋川市駅

慎也さん
市川
小規模多機能
さつき

24

戦争法案
絶対阻止
宣伝行動
●みどり診療所

マイナンバー制度Ｑ＆Ａ

第２弾

7月
24日

原水爆禁止世界大会
in ナガサキ ８／７～９

大阪府内通し行進

16

28

伸夫
副理事長 戸田

国民平和大行進
26

133人
70

partⅡ
マイナンバー制度

腸管出血性
大腸菌
Ｏ26って？
健康・生活

（２）
２０１５年８月１日

けいはん医療生協ニュース
№２４３
（３）

