戦後 周年・被爆 周 年

戦争いらない、
核兵器なくせ
原水爆禁止世界大会が８月７日～９日、長崎で開催されました。け
いはん医療生協から３人が大阪民医連の代表団に合流し参加しまし
た。出発に先立ち３日には「出発式」を開催し、 人で３人を送り出
し、世界大会に参加しての様子や感想を 日の報告会で確認し合いま
し た。 被 爆 ・ 戦 後

年の今年、地域でも「核兵器廃絶」「戦争反対」

（８月 日現在）

きく会」

験を皆で

「戦争体

同による

真南・門真中央の３支部合

虹のひろばで、門真東・門

８ 月 １ 日（ 土 ）、 本 部 ・

ど、参加者 名は熱心に聞

現場に立ちあっ た体験な

日本軍による中国人殺害の

揚げ体験、中国・天津での

空襲体験、満州からの引き

あったこと、日本各地での

た。地元、門真にも空襲が

の恐ろしさを再確認しまし

食べなが
むに「戦争法案」を通そう

いま、国会では、しゃに

き入っていました。

ら、開催
としていますが、絶対反対
です。
門真中央支部

人

の体験談

また、犯罪の捜査・抑

されます。

を押し付けることが懸念

り、社会保障の給付削減

険料の徴収が強化された

産が丸裸にされ、税や保

民一人ひとりの収入や財

権力に集中されます。国

支部長 道下 雅子

から戦争


た。

し ま し

とん」を

を「すい

草の根
から門真３支部合同で
「戦争体験を皆できく会」開催

205105円

原水禁世界大会の募金ありがとうございました

を訴え、憲法９条を活かして「平和をつくる」運動を広げています。

感想・決意
▪さつきケアプラン・桐山真司㊨
戦後 年の重みを強く感じ、平
和が当たり前にある事の幸せを感
じ、今を生きていく力強さを与え
て頂きました。本当に参加できて
よかったです。
▪守口協議会・中西多恵子㊥
戦後 年、重みのある今年、参
加させて頂き有難うございまし
た。学んだ事、若い

人達にバトンを渡す

ためしっかり伝えて

行きます。

▪本部・細川浩嗣㊧
被爆者の生の声を

初めて聞き核兵器の

恐ろしさを身に染み

て感じました。今の

平和を守るべく活動

していきたいと思い

ます。

政府は「マイナンバー
導入で行政手続きが便利
になる」と宣伝していま

す。国民の権利や財産を
あります。

し、転売しているものが
人権侵害を及ぼす恐れも

として、医療福祉生協連
の設立趣意書を抜粋し、

が る の か、
「いのちの章

のちの章典」にどうつな

事業所の取り組みが「い

日々実践している支部・

の藤谷恵三氏を講師に、

福祉生協連前副会長理事

８ 月 ８ 日（ 土 ）、 医 療

おおいに活かそうと結び

に据え、支部や事業所で

域まるごとケア」の指針

「いのちの章典」を「地

くつかの実践例を示し、

（岡山医療生協）などい

方 ～ ７ つ の ポ イ ン ト」

説 明。
「上手な受診の仕

憲法に根拠があることを

典実践ガイドライン」を
ました。
小規模多機能はすね
 主任 石本 純一
んぽぽ支部合同の巡回健
診を実施。高柳府営住宅
集会所を借りて実現。健
診後の反省会では、案内
時に「時間枠を決めてお
いて良かった」など意見
も出され、来年も実施で

「遠くてかかりにくい」

組合員の高齢化がすすみ
「健診結果学習会」も実

認。今回の受診者中心に

組織部 山川 清

施します。


れました。

事務局長 岡邑 洋介

「 大 阪 の 子 守 唄 」「 逢

に北河内地域から推薦さ

運動に確信を深め合う場

「夢のふうせん」が、８

毎年恒例となった「け

です。今年度は各支部・

えてよかったね」の演奏

いはんしゃべり場」は今

事業所から委員を選出

月２日、大東市で開かれ

年、寝屋川と門真・守口

し、実行委員会中心に企

に は 、「 笑 顔 が 良 か っ

の２会場で実施します。

画・検討します。今回は

た「ぼくらの街のふだん

「けいはんしゃ べり

２会場での開催となるの

た」
「オカリナの響きが

場」は〝いのちの章典〟

で、 発 表 時 間 も 増 え ま

着コンサート」の合唱コ

を日頃実践している取り

す。全支部・事業所から

素敵」との講評を頂きま

組みでどう活かされてい

のエントリーで楽しいし

ン ク ー ル に 初 挑 戦 し、

るのか、事業と運動両面

ゃべり場にしましょう。

した。

から発表し合い医療生協

「大阪のうたごえ祭典」

総代会でお馴染みの

「夢のふうせん」
初挑戦で推薦される

る中、ゆうゆう支部・た

との声が次第に大きくな

８月９日（日）
、近年、 き る よ う に し よ う と 確

の人々が合意できるもの

「いのちの章典」は全て

学びました。藤谷氏は、

「いのちの章典実践ガイド
ライン」 人が学ぶ
55

た一人暮らしのＡさんで

長年、酒屋を営んでき

たヘルパーと会話する事

利用し、顔馴染みになっ

た曜日にデイサービスを

す。


おわり

していきたいと思いま

地域まるごとケアを実践

今後も地域と協力し、

学びました。

る事を私達はＡさんから

で、その人らしく暮らせ

を最大限に活かすこと

今持っている能力と役割

目しがちですが、本人の

なくなった部分ばかり注

認知症になると、でき

す事が出来ています。

れた地域で安心して暮ら

す。今もＡさんは住み慣

な魅力を発揮していま

ちの優しいＡさんの様々

れるなど、社交的で力持

き、重たい物を運んでく

でも新しい関係の輪を築

ビスの利用も開始。そこ

の認知症対応型デイサー

も継続し、きんだ事業所

すると、それまでの支援

酒屋のおっちゃん
今日も元気で配達中
ケアプランセンターに相
談に来られ、きんだ事業
所のデイサービスとヘル
パーが、急きょ開始とな

すが、認知症となり徘徊

で、 生 活 の リ ズ ム も 整

りました。週２回決まっ

もひどく飲まず食わずで

い、不安も少なくなり徘

（抄録締切：10/24）

８年振り45人が受診

命の危機もありました。

徊も落ち着きました。
何より心強かったのが
近隣の温かい声掛けと見
守りでした。Ａさんは認
知症になってからも近所
の食堂へお酒の注文と配
達を続けていましたが、
それは食堂店主の理解と
協力があったからです。
これまで出来ていた事
を、続けていくための支
援を地域と事業所が共同
で行う事で実現しまし
た。
Ａさんの認知症が進行

会館展示ホール）

あります。

ナンバーの制度導入に３

!!
ール（門真市民文化

制などの名目で、個人情

うか。年に数回程度で、
守る特別な規定はなく、
国民には膨大な情報の
このように、国民の自

障の充実をめざしていま

千億円以上の税金が投じ

会場：ルミエールホ

すが、私たちが日常的に

私たちにとってメリット
被害の救済は訴訟を通じ
流出と活用の危険が、事

由を抑圧したり、プライ

す。しかし、医療介護総

られ、維持管理費も多額

支部・班・組合員・事業所 みんなのとりくみ
心配した知人がきんだ

午後２時から

報を安保法制や特定秘密

を感じられません。マイ
てのみ主張できる定め
業者には負担と責任が負

合確保推進法にみられる

です。国民にとって危険

■日曜健診
◎みい診療所

・11月28日（土）

行政手続きを行うでしょ

ナンバー制度は、氏名・
で、国民の権利を守る制

バシーの侵害、不正利用

昆布水やかつおだし等

ように、国民の自助・互

なマイナンバーに税金を

共通番号を廃止して、運

を活用しましょう。調味

助を強調し、社会保障の

使うより、社会保障の充

減塩に効果的です。あわ
■法律相談（要予約）

９月 日（日）
月４日（日）
月 日（日）
◎みどり診療所
９月 日（日）
月 日（日）
※要受診券・保険証持参

午後２時～
高柳府営住宅集会所
※連絡先：谷口（０７２

■門真・守口協議会

保護法などに活用して、

住所・生年月日・性別に
度ではありません。
わされます。

付番して、国が個人情報

の危険性から、すでに導

国では右表のように、こ

転免許、保険証などの分

既に導入されている韓

のです。国民の膨大な個
れまでに２億３７００万
私たちは、憲法が保障

野別番号を維持する流れ

を一元管理するためのも
人情報は、事業者などに
人以上が流出被害を受け
する平和のもとで人権が

が広がっています。マイ

入されている外国では、

自己負担と責任で管理さ
ています。中には信用情
尊重される社会と社会保

マイナンバー制度よりも

せたうえ、漏えいすれば
報企業の社員が持ち出

料はなるべく使わず、香

縮小を図る政策がすすめ

実に使えと、声をあげる

医療・介護・福祉の充実を

当事者を罰するのみで

辛料やしょうがなどの香

られています。マイナン

調理法で

味野菜で味付けしましょ

２

ています。しかし、全国的

“すこしお”
生活
始めましょう
〝すこしお〟生活とは、

せて野菜もたくさん食べ

◎９月 日（金）

ことが重要です。

●高血圧等の生活習慣病

ることで、野菜に含まれ

午後２時～

バーは、個人情報が国家

う。
旬の素材で

に６ｇを超えています。
３

旬の食材を使うことは

●腎機能低下（腎臓は余
分な塩分を尿として体

るカリウムが余分な塩分

かやしま介護事業所

※０９
 ０―３９７２―１
４７９（尾崎）

の外へ排出する役割）

を体の外に排出してくれ

お問い合わせは組織部

伝 言 板

医療福祉生協の健康習

ます。 子どもからお年

素材のうまみを生かし、

慣「８つの生活習慣」と

●むくみ（塩分がうまく
排出されないと水分を

寄りまで家族みんなで取

塩分を取りすぎると
どうなるの？

「少しの塩分」で「すこ
やかな生活」をめざす医
療福祉生協のとりくみの
総称です。

「２つの健康指標」で塩

必要以上にからだに貯

１日の塩分摂取量
６ｇ未満！

分摂取量の目標値を男女

（０７２―８８２―５
０２５）まで
り組みましょう。

■ハイキング
９月 日（日）

また、気軽に班会など
で、塩分測定ができる測

■健診結果学習会
定器（健塩くん）を活用
して、皆さんのご家庭で

たん
「犬鳴山」行者の滝
 ぽぽ支部・ゆうゆ
集合：地下鉄「淀屋橋」
う支部主催
駅改札口 午前８時半 ◎９月 日（金）
も味噌汁塩分チェックを

※午前７時ＮＨＫ天気予
報で降水確率 ％は中
止

（抄録締切：10/16）

された佐世保港
自衛隊艦船にうめつく

―８２８―１８１９）

会場 ：（検討中）

盗用

※要参加費２００円

午後２時から

盗用

「遠くてかかりにくい」
の
声に応え、
巡回健診実施

寝屋川
で取り組みます
門真・守口

26

めてしまう）

減塩調味料で

手軽にできる
〝すこしお〟
３つのすすめ
１

か。

してみてはいかがです
変えましょう。しょうゆ

より）

・11月28日（土）

販売

（「虹のネットワーク」

調味料を減塩のものに

13

25

18 27

25

2015年度けいはんしゃべり場

31

ハッキング
ハッキング
ハッキング
ハッキング
盗用

やみそ、減塩の塩もあり
ます。

10 10

■寝屋川協議会

KB国民カード、
１億 400万人 ロッテカード、
農協カード
合 計
２億3719万人
出典：マイナンバー制度 番号管理から住民を守る

40

きんだ介護事業所

盗用

25

27

今年は

販売

ともに６ｇ未満に設定し

No.3

シリーズ最終

70

マイナンバーがくらしに
もたらす影響と問題点
豆知識

けいはん
しゃべり場
優秀賞の紹介

販売

70

70

細川さん（左）中西さん（中）桐山さん（右）

18

70
韓国における個人情報流出事件

47

70

ハッキング
職員による
販売未遂
流出
2008年１月 オクション
1863万人
GS
2008年９月
1125万人
カルテックス
2009年４月 ネイバー
9万人
インチョン
2010年３月
2000万人
（仁川地域）
テジョン
2010年３月
650万人
（太田地域）
プサン
2010年４月
1300万人
（釜山地域）
175万人
2011年４月 現代キャピタル
2011年７月 SKコムズ
3500万人
2011年８月 韓国エプソン
35万人
2011年11月 ネクソン
1320万人
グーグルリンク
884万人
2012年
ハンファ
2013年
16万人
損害保険
韓国シティ
2013年
13万人
銀行他
2013年
代理運転企業
429万人
１億3319万人
小 計

伸夫

10
カード３社

2014年

副理事長

戸田

私達が参加しました！

partⅢ（最終回）
マイナンバー制度
健康・生活

10

（２）

２０１５年９月１日

けいはん医療生協ニュース
№２４４
（３）

