は

日「虹の日・総行動」

月１日から７日に取り組んだ行動「旬間」で

人加入。続いて 月

に取り組みに組合員 人、職員 人が参加。 人
が新たに仲間になりました。 月の「月間」終盤
にむけて力強く走りだしました。

１日～７日の行動「旬
み、みごと期首現勢を回

を正面に掲げて取り組

行動旬間 人の仲間ふやしで
４月１日現勢を回復
間」では、組合員１１５
復させました。

事業所も大奮闘

人が何としても「旬間」
で４月１日の期首現勢を
回復させようと意思統一

ら月間開始にあた
り 、「 今 年 度 こ そ 目
標達成を」と、支部
長先頭になり理事の
協力も経て対象を出
し合い、行動日を週
２回設定。年間目標
を達成しました。

成の決意表明をしまし
た。

月間終盤に向けて
虹の日・総行

月は月間の終盤で

す。 ・
「種」を蒔きました。け

動の訪問でいっ ぱい

３つの協議会毎に工夫
いはん医療生協 周年の

・
虹の日・総行動
を凝らして取り組み 人
の加入につながりまし
た。
門真協議会は 時に
人が集まりスタート集会
を実施して「がんばるぞ
～ 」 と 元 気 よ く、 組 合
員・職員ペアーが出発。
多数参加し、ビールと手

時からの打ち上げにも

員を中心に職員が協力し
作りおでんで労いまし

各事業部では、推進委

アー、健康学習会、ミニ
て創意工夫に富んだデコ
た。訪問の感想や次の行

をして、支部毎にバスツ
講座などでつながった地
レーションで月間目標達

てきました。宣伝行動に

から始まり、 日の虹

日からの行動開始旬間

守口東支部は 月１

の大行動まで、運営委
員を中心に訪問行動

記念誌を読んで

国会審議でも明らかな
対する挑戦です。諸団体

決は、平和と民主主義に

今回の戦争法の強行可

来 年 の「 新 春 の つ ど

に立ち上がりましょう。

会 を つ く る。」 理 念 実 現

をつくる。いのち輝く社

大きいことや、人間関係

は、健康・介護の不安が

ただいたアンケートで

組合員の方に協力してい

誌に凝縮されています。

ます。厚生労働省はこれ

感染して発症後に抗ウィ

ィルス薬がありますが、

ん医療生協各診療所で予

月 日より、けいは

節目の年に、地域で認知

％

問。 人が組合員に。
累計 人となり、
を達成しました。



※自由記載欄より
月～

高尾 文介

みい診療所所長

い。

にお問い合わせくださ

明な点があれば各診療所

とが求められます。ご不

でに接種完了しているこ

月、遅くても 月中旬ま

な接種時期は



してもらう。

の人へ知ってもらい利用

目指して、多くの世代へ

根差した施設、事業所を

を増やしていく。地域に


◆若い世代へのかかわり

思いました。

ることから貢献したいと

で、無理なく自分のでき

り組みに共感できるの


◆けいはん医療生協の取

ました。

いくことが大切だと思い

より一層広げ、強化して

関連機関とのつながりを

員とのつながり、行政、

所間の連携及び地域組合

わっていきたいです事業

◆もっと地域と深くかか

アンケート
はがきから

年間の歩み凝縮
つながり求め大きく

新シリーズ ―
①

地域包括ケアの展開

医療福祉生協による

で、つながった人を訪

守口東月間目標 ％達成

た。

ちた表情が印象的でし

られ、一同、達成感に満

動への抱負や決意が述べ

域の人たちを訪問。目標

成立直後に行われた各
参加できなかっ た方も

キックオフ集会か

ゆうゆう年間目標達成

紙・通信社の世論調査で
「本当に腹が立つ。民主
一 気 に 読 め ま し た。
「ずっと元気に この街
で」のスローガンのもと

護事業への願いを一つ一

戦争法廃止に向けて
５４人の組合員・職員が

回の宣伝行動で、のべ３

関連２法）は、国民的な
参 加 し 、「 戦 争 ア カ ン 」

日戦争法（安保

反対運動の中、与党など
「民主主義守れ」と駅頭

９月

により強行採決されまし

は、半数以上が「反対」
主義も何もあったもんじ

で訴えるなど力を発揮し

「評価しない」という結
ゃない。なんとかできな

た。

果 が 出 て お り、「 賛 成 」
いのか」と憤っています。
に、けいはん医療生協が
や「 憲 法 っ て 誰 の た
つ実現し、発展させてき

地域の人たちの医療・介
め？」など、学び・広げ
た

年の歩みがこの記念

て「健康をつくる。平和

ように、審議すればする
や平和を望む個人など、
い 」（ １ 面 参 照 ） で は、

戦争法廃止へ

草の根での協力・共同で

「評価する」は３割程度
にとどまっています。ま
た、国会審議が十分であ
ったかどうかには７割～
８割が「審議が不十分」
「審議が尽くされていな

ほど、危険な法案である
支援する方々とともに草

い」と答えています。

事が浮き彫りとなり、そ

た。その中でけいはん医

が希薄になっていること

題し記念講演を行いま
療生協が必要だと思って

菅原文子さんを招き「平

す。平和の問題を新たな

いる方が８割もおられる

の根での協力・共同で戦

側面から講演して頂きま

という結果に、嬉しいと

の危険性に対して国会を

戦争法廃止の一点での
すので、皆さんで誘い合

同時に地域にもっと根ざ

などが示されていまし

共闘も呼び掛けられてい
って、是非、ご参加いた

した活動を、との思いを

和はゼイタクですか」と

る中、持続的な運動が求
だき、学び合って平和を

強くしました。

争法廃止に向けた運動を

められています。組合員
つくる運動に取り組みま

守口東支部 西田

取り巻くデモや宣伝の輪

の 皆 さ ん の ご 家 族、 友
しょう。

疾患など基礎疾患を持つ

広げる事が大切です。

人・知人とご一緒に、諸

更されますが、接種量・

方はインフルエンザにか
すいので接種を推奨しま

則子

団体が取り組む宣伝行動

接種回数・接種間隔・接

かりますと重篤になりや

が大きくなり、国民的な
反対運動となってきまし
た。

２回の宣伝行動
のべ３５４人が
３駅頭で訴え
けいはん医療生協は２

種上の注意に関しては変
更ありません。

毎年５月頃、国立感染
に基づいて、ワクチン株

ルス薬を使っても重篤な

防接種を行います。適切

今年のインフルエンザ
ワクチンについて
研究所で前シーズン流行
を選定します。国内のワ

合併症が発症する可能性

す。また、介護する方も

したインフルエンザを詳

クチンメーカーがこれに

はありますし、周囲に対

インフルエンザは抗ウ

細に解析して、今シーズ

従って、インフルエンザ

の予防が重要です。厚生

標の ％達成が求められ

めにも仲間ふやし年間目

され信頼の足場を築くた

「新春のつどい」の成功

で 目 標 を 達 成 さ せ て、

対話で全支部・全事業所

春のつどい」の案内訪問

で貢献しましょう。

ます。私たちも目標達成

ウントダウンに入ってい

全国３００万人目標もカ

全国医療福祉連合会の

ています。

また参加したいとの回答

吸って、アンケートでも

につなげましょう。

月間終盤は来春の「新

多羅尾温泉で楽しく交流
が多数ありました。
多くの方との絆も深ま
月５日、信楽の多羅尾温
した。当日訴えの甲斐も

に弾みのついた交流会で

り、秋の運動のスタート

泉に 人が参加。食事は

組合員交流バス旅行

月間への協力も訴え

日、

もつるつるの広くきれい

もおしゃれでした。温泉

京風の二段のお重がとて
するなど、仲間ふやしに

で、参加者の家族が加入

あ り、 翌 日 か ら の 行 動

みい西支部

つながっています。

ります。カラオケ、パッ
副支部長 木口 晴康

なお風呂、露天風呂もあ
トゴルフも無料で高原の
美味しい空気もいっぱい

者さんと地域の方との交

プホームきんだで、入居
来られ、昔話に花が咲い

者さんと顔なじみの方も

評でした。近隣から入居

トサンドと飲み物も大好

流や事業所の見学も兼
ていました。以前、食堂

月９日（金）グルー

ね、一日だけのカフェを

者、ボランティア

センター の担当

員、地域包括支援

当日は民生委

され、入居者の皆さん、

た。たくさんの方が来店

イキイキされていまし

イトレスをして、とても

んは、エプロン姿でウエ

を営まれていた入居者さ

さん、ご近所さん

スタッフともども刺激た

催しました。

など、予想を超え

っぷりの１日でした。


室長 平山 明美

グループホームきんだ

る 人の方がご来
店！
玉子入りのホッ

脂肪やコレステロール、
ピロリ菌から大腸がんに

いための生活習慣

め、病気にならな

生活をおくるた

期治療で健康的な

きたいと思います

学習したことを広げて行

すが、改めて班会などで

すすめようと言っていま

支部では健康づくりを

至るまで丁寧に説明して

への取り組み、重

たんぽぽ支部

集会所で８月９日行った

大疾病や動脈硬化

 支部長 谷口 豊基

頂きました。また、参加

の原因になる中性

医療・介護の従事者の

巡回健診の結果をもと

健診結果を健康づくりに
９月
高柳府営住宅

いの会「あいち

事例報告の多い中でした

者からの質問にも答えて

ゃん」が「地域

ので組合員が中心となっ

に、みい診療所の

再生、安心して

た活動は「自分たちの所

いただき、自己紹介を行

住み続けられる

でもやりたいが中々進ま

高尾所長を講師

まちづくりの取

ない。秘訣は？」地域支

い交流も深め有意義な学

り組み」のポス

援事業との関係、介護保

に、 学 習 会 を 開

ターセッション

険事業とのつながり重視

習会となりました。

で参加、現状の

など質問が多くありまし

催。早期発見・早

注目あびた
「あいちゃん」の活動

活動・事例報告

全国の仲間と共有した

た。
ポスターには多

ことを今後の活動に活か

を行いました。
くの方が興味を

していきます。

いずれも午後２時～



藤井みち子

会館展示ホール）

郵送されてくるマイ

■マイナンバー通知は
大切に
お問い合わせは組織部

保管して下さい。個人

紛失しないよう大切に

ナンバー通知の書類は
０２５）まで

（０７２―８８２―５

かやしま介護事業所

「あいちゃん」事務局

示してくれ、準
備したパンフレットは

人の方が持ち帰られまし

月９日（金）全
日本民医連学術・運

た。
月 日（金）

動交流集会に支えあ

伝 言 板
■男の料理教室
月 日
（水） 時半～
みいふれあいの家２階

月

情報の基本ナンバーで

■「 虹 の ひ ろ ば 」は

から、あさひ介 護 事 業

すのでご注意くださ

参加費５００円
申し込み先：ボランテ

所２階に移転しました

午後２時～
◇寝屋川協議会
場所：東北コミセンホ
ール
◇門真・守口協議会
場所：ルミエールホー
ル（門真市民文化

次号、 月号と新年号

次号新年号に掲載す
る写真や絵手紙など
お寄せ下さい

い。

ィア おっとこまえの

日時： 月 日（土）

■けいはんしゃべり場
８３２―３９５０）

会・平松（☎０７２―

11

接種が勧められます。

ン流行すると予測される

しての感染力がありま

今シーズンのインフル

労働省は、高齢者、心疾

■子ども服 円バザー
月８日（日） 時～
会場：みいの郷
連絡先：０７２―８２
０―２５１３ 土井

■法律相談

28

ワクチンの製造に入りま

エンザワクチンは従来の

患・腎臓病・糖尿病・肝

27

25

11

す。やはり、ワクチンで

Ａ型２種類Ｂ型１種類の

疾患・血液疾患・呼吸器

21

10
12

48

24

３株を、Ａ型２種類Ｂ型
２種類の４株に変更しま
した。これによって、Ｂ
型インフルエンザに対す
る免疫獲得の改善が期待

◎ 月 日（金）

は、合併号となります

12

10

24

11
10

60 10

されます。接種料金は変

10
37

「虹色カフェ」で
ほっこりと
25
11

100

９・４宣伝行動（寝屋川市駅頭）

80

18

27

門真10・24出発集会
11

支部・班・組合員・事業所 みんなのとりくみ
10

80

感想

!!

25

意見
10

12

※但し、医師の判断によっては接種で
きない場合もあります。

10

24

■65歳以上で寝屋川市・門真市・守口
市・大東市・四條畷市の市民
（公費による助成制度あり）
⇒助成期間：2016年１月31日まで
自己負担額：1000円

11

11

11

24

24

15

実施期間：2015年10月15日～
2016年３月31日

私の

71

10

10

インフルエンザ予防接種

25周年記念誌を読んで

48

30

80

10

11

31

71 10

インフルエンザ株を選定

No.5

す。

豆知識

し、厚生労働省に報告し

健康・生活

22 16

■上記以外（一般）
自己負担額：2500円
対 応年齢は各診療所にお尋ね下さ
い。

18

16
24

／１

勢いつけて終盤へ!!
（10

行動旬間71人「虹の日総行動」で48人
秋の 月間
強化1／30）
協
生
～1

（２）
２０１５年１１月１日

けいはん医療生協ニュース
№２４６
（３）

