「明日を決めるのは私たち

総がかり集会」にけいは

廃止へ！５・３おおさか

「憲法こわすな！戦争法

５月３日憲法記念日、

た。

元気に訴えまし

るのは私たち」と

止 」「 明 日 を 決 め

プ 」「 戦 争 法 廃

おおさか総がかり集会に２万人！

ん医療生協から 名以上

」
んばります」と語りまし
た。全国でも集会が開催

５月に２回に分けて作り
ました。
て、毎年待ってくれてい

され、国民の強い意思が
ボランティア・
るお得意様もおられま

野党４党の代表がせいぞ

の組合員・職員が参加。
ー ド。 参 加 者 の 一 人 は

スに分かれてパレ

集会後、３コー

療生協のなかまたちと分

びを参加したけいはん医
ご協力ください。

筆。引き続き署名に

日現在９５０２

な悩みや要望を出し合っ
たり、時々、医療・介護
現場で働くスタッフも交
え、気軽になんでも出し
合える『場』が班です。
年に３回、季節の変わ
り目には参加者自身の健
康チェックも行い、医療
生協の保健活動（専門家
による健康診断と日常の
健康チェック）にもとづ
いて健康づくりの取り組
みをすすめています。
けいはん医療生協に

「 ３ 人 寄 れ ば 班 会 」。 健

れます。医療生協の班は

文殊の知恵」とよく言わ

昔 か ら 、「 ３ 人 寄 れ ば

り組まれています。

康チェックなど多様に取

たサークル、学習会、健

太極拳など趣味を活かし

オケやハイキング、
手芸、

は、１３１班あり、カラ

康や暮らしに関わる様々

◎塩分チェック「健塩く

ついては支部、若しくは

機器の貸し出し、班会に

まちがいさがしの答え

育て、老後の生活まで、

お問い合わせは組織部

◎６月 日
（金） 時～
０７２（８８２）
そんな現状に声をあげ

■ハイキング

ウ酸だんごを作っ

ゴキブリ退治のホ

ィアの財源として

しく、ボランティア同士

ワイワイ、ガヤガヤと楽

ホウ酸だんごづくりは、

ボランティアにとって

濱田 幸子

「ともろぎの家（ふれ愛
た方が良かったと反省。

会では、宣伝をもっとし

康チェック終了後の反省



ボランティア・みどり

連絡ください。

７３―９４１６）までご

は、濱田（０９０―９２

立っています。入用の方

の親睦をはかるのにも役

ています。今年も

ずらりならんだ
ホウ酸だんご
日、 た ま り 場

ハウス香里みつばち）
」
前日より機器の準備等が

５月

で健康チェックを行いま
しっ かり出来ていたの

（アジサイ）

・門真市役所

塚本久美子

議は、 人が参加。村谷

に開かれた寝屋川総代会



ともろぎ支部

思います。

地域にもっと広げたいと

いと話されていました。

と、強くする運動がした

が増すことを知らせる

が弱くなると転倒の危険

関心を集め、足の指の力

ッカーくん」が参加者の

この中で足指力「チェ

営ができました。

で、当日はスムーズな運

名。健

した。参加者は

５月 日、第 回通常
総代会の議案学習を目的

が寄せられています。

専務を講師に学習を行い
ました。
２０１５年度の運動の
まとめから、２０１６年
度の方針、第５次３カ年
計画について説明。
組合員同士のつながり
を強めるためにも提案に
あるニュ ース配布時の
「チャイムで始まる〝ひ
と声運動〟
」、認知症の方
の見守りや憲法を守る運
動を柱に打ちだして欲し
いなど、積極的な意見も


組織部 山川 清

出されました。

６月末まで取組みます。

■平和行進
◎７月５日（火）

ＪＲ京橋駅改札口９時

・寝屋
 川市役所 時半
出発

河内森駅 時集合

安くて良く効くと言っ

あらためて示された憲法
みどりグループで
す。

うちらのホウ酸だんご
個１００ 円
「よ～効くで」

記念日でした。
は、毎年ボランテ

戦争法廃止
２０００万署名
総代会まで延長
１２０００筆を目

ろいし、あいさつと訴え
「歴史の新しい１ページ
かち合いました。引き続

標に取り組んでいる

が五月晴れの空にひびき
が開かれた！バトンは確
き戦争法廃止の署名、が

戦争法廃止署名は、

ました。シールズ関西の
かに手渡された！その喜

４月号に掲載され、全国

支援会員さん大募集
各地域にコーディネー

“ 人寄れば班”
気軽に班会しませんか

和歌山大学の男子学生、
高校生男女二人、ママの
会の代表が自分たちの言
葉 で、「 安 倍 改 憲 ス ト ッ

２０１２年６月に発足

外しが言われる中、地域

介護保険からの要支援

す。

的にも注目されていま

日（金）に開か

して４年。５回目の総会
が５月
人が参加。今回は

小寺部長（みい事業部）
の高齢化もすすみ、年々

れ、
による「いのちの章典」
けいはん医療生協の健

健康チェック・グッズで
体の状態チェック

員本人と打ち合わせて段
康チェックは、班会やサ

ター（支援内容を利用会

家族が近くにいないせ
取りする人） がおりま
ークルで簡単に使えるも

利用がふえています。

「知る権利、自己決定
いでしょうか、特に通院
す。ご希望の時には事務

について学習しました。
権などよくわかっ た」
の付き添いが増加してい

「憲法（９条、 条、
のばかり。
筋肉量や

局までご一報ください。

ます。
◎血圧測定

─

◎体組成計
推定骨量・体内年齢など
計測。（１回 円）。
「いざと

◎足指力計測器「チェッ

─

カーくん」
言 う 時、 踏 ん ば れ ま す
か？」と足指力を測定。
転倒予防に（衛生シート

ん」─普段食べている、

組織部までお問い合わせ

体脂肪計もあります。

味噌汁や吸い物を持ち寄

下さい。

１枚）

って塩分チェック。

伝 言 板
いまだに高校生の

日本で若い世代の苦悩や

へ

■法律相談（要予約）
政治活動を抑えつ

心配は尽きません。
前回の衆院選で

ようと、主権者として立

５０２５
代の投票率が

◎６月 日（火）

る、みんなが望みを言え

集合

・守口市役所９時出発

る、普通に暮らせる、そ

◎７月 日（木）

府民の森 ・ 額田園地

んな当たり前の社会にし

交野山ハイク

く、 最 も 高 か っ た

若者の投票率が低くな

ていくために、一票を。

歳以上」 と定めていま

下げを進める動きが活発

ると、若者の声は政治に

そ し て、
「投票して終

０９０（３９７２）１

日現在、５３０３８９円

に引き続きご協力下さい

■ 熊本地震災害救援募金
◎

時出発

アではすでに「 歳以上」 届きにくくなってしまい

化しており、オーストリ

ます。その結果、若者に

わり」ではなく政治に声

やりたいことが出来

への引下げが行われてい

向けた政策が実現しにく

の半分にも達しませんで

ます。今や、選挙権年齢

に時間を要する可能性が
あります。



門真西支部

４７９（尾崎）
な潮流となっています。
しかし、若者から政治

進学や就職、結婚や子

堀尾 晴真

をあげていこう！

くありません。

ち上がる若者たちも少な
代

３割ほどと一番低

は

けています。

健塩くん

支部 ・ 班 ・ 組合員 ・ 事業所 みんなのとりくみ

くなったり、実現するの

す。また、ヨーロッパの

11

寝屋川市・守口市で
新事業オープン！（予定）

25

の「 歳以上」は世界的

した。

10

!!
3

国々を中心にさらに引き

事務費として事務局に支払う。

条）をもっと学習しなけ
れば」などの感想が出さ
れました。

会員登録・事務費納付

年ぶりのことです。

50

総会に利用会員が出席
され「入院時、子どもが
遠くに住んでいるので大
変助かりました」と感謝
の言葉が。
また、今のままだと支
援会員が利用会員になる
現状で、もっと支援会員
を増やさなければの意見
も出て、もっと多くの組
合員さんに知らせようと
確認。

今
「あいちゃん」
が
熱い
地域まるごとケアをめ
ざして、くらしを支える
助け合いの会「あいちゃ
ん」をテーマに、民医連
の学術交流集会での発表
をきっかけに、民医連の

は

今夏の参議院選挙から
実施され、新たに有権者
歳は約２４

払い、支援会員はそのうち200円を

を遠ざけてきた日本は、

職員紹介お礼制度が
新しくなり充実しました！ぜひご紹介ください

会員に利用料（１時間800円）を支

事務局

66

◦勤務地は寝屋川・門真・守口市

けいはん医療生活協同組合 第34回通常総代会

（本部・山田☎072―882―5093まで）


月刊誌「いつでも元気」

歳

た。選挙権年齢の見直し

歳選挙権って
なんだ？ これだ
昨年６月に公職選挙法
歳 以 上 」か ら「

が改正され、選挙権年齢
が
「
以上」に引き下がりまし

となる 、

０万人です。
海外の選挙権年齢はど
うなっ ているでしょ う
か。
国立国会図書館（平成
年度）の調査では、世
界１９１の国の内、９割
近くが選挙権年齢を「

13

◦初任者・ヘルパー２級・無資格の方も大歓迎！

時：2016年６月18日（土）
午後２時～（１時30分開場）
所：守口文化センター（エナジーホール）
京阪電車「守口市」駅 東口下車徒歩２分
場

た支援会員を選ぶ。利用会員は支援

34

職員大募集！
10

国民平和大行進

◦詳細についてはお気軽にお問合せ下さい。

総代のみなさんご参加下さい

介護福祉士
理学療法士（作業療法士）

コーディネーターが依頼内容に合っ

14

スタッフ募集
正規
パート

利用会員から支援依頼があると、
訪問
依頼

ともろぎの家で健康チェック
14

とが条件です。

「チェッカーくん」で転倒予防
10

総会に出席の会員
けいはん医療生協の組合員であるこ

コーディ
ネーター

「チャイムで始まる
〝ひと声運動〟」を!!
24

遠くの親戚より、近くの他人
13

10

日

60

21

14

20

!!

寝屋川総代会議
25

19

20

支援

18

会員登録・支援依頼

いちゃんに会員登録をする。会員は
支援
依頼

支援
依頼

18

16

70

26

18

利用会員

援をする「支援会員」はそれぞれあ
訪問（依頼内容の
確認・相談）

支援を受ける「利用会員」と、支
利用料支払

支援会員

再度、その仕
組みをお知らせ
致します。

あいちゃんの
しくみ

25

18

体組成計

あいちゃん総会

20

!!

18

20

チェッカーくん

健康・くらしに
活かす班会を
!!

い・
い・ふれあ 支えあいの会
出あ

28

（２）

２０１６年６月１日

けいはん医療生協ニュース
№２５２
（３）

