福島の
〝今〟
と重なる

〝怒る富士〟
７００名参加
けいはん医療生協︑よどが
わ保健生協︑南大阪医療生協
の協同で︑３月 日に新大阪
メルパルクホールにて前進座
特別公演﹁怒る富士﹂が行わ
れました︒１７０７年︑富士
山が火を噴き︑山麓の五十九
ヵ村の田畑は埋没︒しかし時
の幕府は亡所︵棄民政策︶と
し︑それに対して農民たちを
守るために関東郡代・伊奈半
左衛門︵嵐圭史︶は己の命を
かけます︒
上演後︑参加者から﹁２０

を覚悟しての半左衛門の行動

福島の現状と全く同じ︒切腹
れています︒

って欲しい﹂等の声が寄せら

合の方々は文化面でもがんば

３月
日︑エル
おおさか
にて開催
さ れ た
﹁なくせ！原発再稼働はんたい！３・
おおさか大集会﹂には︑けいはん医療生
協から 名を超える組合員・職員が参加
しました︒小学２年生の男の子はパレー
ドにも参加しました︒
メインスピーチの立石雅昭先生のお話
で﹁事故の時︑効果の大きい非常用冷却
装置を起動させなかったのは︑使うと原
子炉が二度と使えなくなるから﹂と聞い
て︑東京電力の身勝手に体が震えるほど
怒りがこみ上げ
ました︒
風化させては
いけない！と改
めて決意しまし

るので︑建物の塗装の進

保育所園児 名と
念願の交流会！
ボランティア・み
いの子ども服リサイ
クル１００円バザー
の収益金ではじめて
遊具プレゼントをし

みんなでバナナ
体操

たのをきっかけに︑

支部 ・ 班 ・ 組合員 ・ 事業所 みんなのとりくみ

みいの郷
デイ

地︶園児との交流会がで
肩たたき︑小学一年生に

す︒﹁でんぼの神さん﹂
と

は﹁ 石 切 劔 箭 神 社 ﹂ で

つるぎや

まれていますが︑正式に

﹁石切さん﹂の名で親し

主任 岡野 和隆

みいの郷デイサービス

ました︒

ダントです︒大喜びされ

︵妖怪ウォッチ︶のペン

ントは手作りジバニャン

す︒子ども達へのプレゼ

元気をもらえたようで

いている利用者もいて︑

子ども達の可愛さに泣

くれました︒

ン ！ 一 年 生 ﹂を 披 露 し て

なるので
﹁ドキドキド

人に︒普段

参りに行く

神社﹂にお

人と﹁石切

風呂に入る

間がありお

までには時

時に着いたので昼食

てお願いをしました︒

チケット普及などについ

３月８日午後︑楠根南
町公民館で班会を開催し

しく仲間になりました︒

しい班会の中で１人が新

わきあいあいとした楽

らいました︒

加し︑自己紹介をしても

で︑３名の新入職員も参

新入職員研修の一環

などを行いました︒

カー君での健康チェック

体操︑体組成計・チェッ

ガ︑タオルを使った健康

ま し た︒ ま た︑ 笑 い ヨ

しお生活﹂について学び

岡理事を講師に﹁すこ

ました︒

理事 平瀬 初枝

たです︒

リップした様で楽しかっ

ていて︑昭和にタイムス

懐かしいお店がつらなっ

漢方薬舗︑昆布屋など昔

のお店がいくつもあり︑

参道商店街には︑占い

ました︒

をしている人達が沢山い

仲間増やし︑
﹁怒る富士﹂ して有名で︑お百度詣り

ホテルの送迎バスの中で

人で支部バスツアー︒

のホテルセイリュウへ︑

３月 日︵金︶東大阪

きました︒バナナ体操や

にさつき保育所︵三井団

そのお礼にと︑３月２日
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なでしこ支部新堀溝北班

自己紹介する
ういういしい
新入職員

子どもたちのかわいい
〝整列〟
みんなで「笑いヨガ」

１１年の東日本大震災以降の

に心をうたれた︒もっと沢山
た︒

来と同じ薄いピンクに決
み具合はわかりにくいか

11

の人にみてもらいたかっ
またチェリノ
ブイリ事故から
年間﹁原発な

組合員の方々の増資等
まり︑遠くから見てもし
もしれませんが︑時々の

10

石切さんの前で記念撮影

た﹂︑﹁本当に良かった︒演劇
をとりまく状況はなかなか厳
しいが︑応援する生活協同組
くせ﹂の運動を
し続けた現在の
ドイツの姿を聞
き︑粘り強い運
動に希望を持ち
ました︒
憲法平和委員会

の取り組みのおかげで︑
ろがき事業所とよく分か
ぞいてみてください︒

矢野 琴江

待望のしろがき事業所外
る よ う に な り ま す︒ 今

関西電力までパレード

壁・内部改修工事が２月
みどり診療所

は︑外壁塗装のため︑足
課長 徳岡 洋志

号でお知らせします︒

神山︶
︒ 概 要 は ５ 月 １日

診療は通常通りです

場の設置と囲いをしてい

日より始まりました︒
４月末に完了予定です︒
年がたち建物のい

しろがき事業所の建物
は築
たるところに︑いたみが
生じています︒梅雨時な
どは雨漏りで天井や壁の

伝伝 言言 板板

さつき事業所・いきいき広場

一部がはがれています︒

尾﨑︵０９０︱３９７

５月13日（土）
13：30

いたんだ所を直し︑より

守口協議会

２︱１４７９︶

本部・多目的室

■法律相談︵要予約︶

５月13日（土）
10：00

日︵金︶ 時

門真協議会

４月
０７２
︵８８２︶５０２５

寝屋川市民会館第１会議室

使いやすい施設に改修さ
日の外壁の色決
︵組織部︶

■ハイキング
５月 日︵月︶を予定
しています︵王寺町・明

５月27日（土）
14：00

れます︒
３月
めは理事も参加して︑従

自己決定を支援する成年後見制度

成年後見人の職務は財
産管理や契約などの法律
行為を中心に︑本人が安
の回りの事がら全般に目

三つに分かれます︒

前者の法定後見は次の

分かれます︒

〜みんなの安心を守ります〜
成年後見制度とは︑認
知症・知的障害・精神障
害などにより判断能力が
①︻後見︼判断すること

を配る事です︒欠格事由

心して生活できるよう身

己決定を支援する仕組み
が難しい︒日常的な買

寝屋川協議会

石切
さんへ

お疲れさまでした

場所

11

日時

ジバニャンの
ペンダント
大阪民医連事務局 事務採用担当 山ノ内 釘宮
電話 06‑6268‒3970 FAX 06‑6268‒3977

検索
大阪民医連

不十分な方々を保護し自
です︒１９９９年の民法

︵ 未 成 年︑ 破 産 し た 人
誰でも後見人・支える人

い物ができない︒会話
②︻保佐︼常に判断への

︵法人を含む︶になれま

改正により︑従来の禁治
治産者⁝戸籍記載︶に代
援助が必要︒買い物は

す︒

大阪民主医療機関連合会
無資格は応相談 働きながら資格取得も可能！

大阪市中央区南本町２丁目１番８号創建本町ビル２階
〒541‑0054

問い合わせ：けいはん医療生活協同組合
門真市上島町38番８号
電話 072 882 5093
平日（９時〜17時）
担当：満若・山田

等︶に該当しない限り︑

わって制定されました︒
なんとかできる︒自覚

勤務地▶寝屋川・門真・守口市内の
診療所
訪問看護
介護施設

がなりたたない︒

これは︑すでに判断能

しない物忘れがしばし

細は︑市の窓口︵介護保

います︒申請手続きの詳

③︻補助︼判断への援助

険 課 等 ︶︑ 地 域 包 括 支 援

看護師

産制度︵禁治産者・準禁

力が不十分な人を支える
ばある︒

った場合に備えたい人を

が必要な場合がある︒

センター︑社会福祉協議

みいふれあいの家
（寝屋川市三井南町20‑16）
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●採用試験（書類選考有）
６月27日（火）
10：00〜15：00
（試験会場 大阪民主医療機関連合会事
務所）
※履歴書、卒業（見込み）証明書を５月31
日にまでにご送付下さい。
●求人募集事業所
西淀病院・コープおおさか病院・きづが
わ医療福祉生協・此花診療所・よどがわ
保健生協（大阪市）
、耳原総合病院・大阪
みなみ医療福祉生協（堺市）、ほくせつ医
療生協（豊中市）、東大阪生協病院（東
大阪市）、
けいはん医療生協（寝屋川市）
●就職説明会
2017年４月27日
（木）13：00〜17：00
会場：コープおおさか病院
（大阪市鶴見区鶴見３‑６‑22）
（最寄駅：地下鉄鶴見緑地今福鶴
見）
2017年５月13日（土）
13：00〜17：00
会場：のざと診療所
（大阪市西淀川区野里３‑５‑22）
（最寄駅：JR東西線御幣島）
※病院事務職場の見学も実施。
※参加申し込みはHPより。電話も
可。
●募集人数 15名前後
勤務地▶寝屋川・門真・守口市内の
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護
小規模多機能型居宅介護 他
＊勤務時間は応相談（パート職員）
＊普通免許所持者歓迎
＊詳細は面談の上

申請は家庭裁判所に行

法定後見と︑不十分とな
支える任意後見の二つに

物忘れは多いが自覚が

会等においてあるパンフ
をご覧ください︒インタ
ーネットでも入手可能で
す︒
︵日本医療福祉生協連リ
ーフ等より︶

４月22日（土）14時〜16時

いざ
来春大学・短大卒業予定者（既卒も可）

実務者研修修了者
初任者研修修了者
ヘルパー２級

2018年４月採用

医療総合職（事務）募集

生協だから、
充実の
福利厚生！

30

協議会

問い合わせ先
ボランティアみい土井
（072‑820‑2513）

高江」DVD鑑賞

10

ともろぎ支部

11
20

14

憲法平和委員会
本部・多目的室
４月23日（日） 午前10時〜正午

「いのちの森

100円バザー

協議会別総代会議日程（再掲）

子ども服提供のお願い
４月17日〜22日
みい診療所１階の所定の箱へ

28

15

俳優さんたちの
感謝の寄せ書き

けいはん
医生協から
20名以上
参加
―沖縄の今を観る―

４月末まで
ある︒

No.18

平和学習会

改修工事

豆知識

17名で
班会
介護福祉士

集会
大
か
さ
お
お
1
1
・
３

なくせ！原発
なくせ
！原発
再稼働はんたい！
子ども服リサイクル

30

13

よみがえります
しろがき事業所
外壁・内部
健康・生活

府下、53ヶ所の病院・診療所、２介護老人保健施設、29訪問看護ステーション、
その他198介護関係事業所、常勤職員2,909名

介護スタッフ大募集

つめかける参加者
長川部長からの
花束贈呈
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（２）
２０１７年４月１日

けいはん医療生協ニュース
№２６１
（３）

