数億筆の﹁ヒバクシャ国
際署名﹂を進め︑核兵器

員・職員の募金の力で︑けいはん医療生協から３名が参加しま

８月７日〜９日︑原水禁世界大会が︑長崎で開催され︑組合

禁止廃絶に向けた強力な

した︒核兵器禁止条約は

呼ぶ﹂との話から入りま

はない﹃アキレス数﹄と

を否定し︑国際法として

鐘﹂
︑
﹁その核心は核兵器

器に依存する国々への警

動 に ふ れ︑﹁ 条 約 は 核 兵

が︑長年のヒバクシャ運

境の違いによって発症︶

力に核保有国︑日本など
て学び︑これを力に核兵

多くのことを見て聞い

理事

を参加させてパーフェク
器禁止廃絶に向けがんば

真也
トなものにしていきまし

村上
開会総会での安斎育郎
りたいと思います︒

挨拶で︑広島・長崎の両

安倍首相は６日・９日の
参加者の思いや︑今の佐

今回初めて参加して︑

財津

ープホームのスペースを

デイサービスにじ︵グル

不十分な利用者︵週２回

糖尿病のコントロールが

チームとして議論し︑

報告でし

践できた

る︶が実

輪をつく

に支援の

万３千円

︵様々な職種が本人を軸

的 に﹁ 円 で 支 援 す る ﹂

が意思統一しながら多角

恭子

篤子

ひしと伝わってきました︒

で粘り強い頑張りがひし

たします︒

た︒追加でご紹介い

き︑ 奮 闘 頂 き ま し

南支部︶にも参加頂

小玉利生さん︵門真

たが︑組合員として

員２名を紹介しまし

協の参加者として職

の︑けいはん医療生

府内通し行進へ

の記事への追加報告

８月１日号︑平和行進

とうございます︒

ご協力頂きありが

寄せられました︒

募金が

求められています︒

くことが︑今︑私たちに

力によって︑変革してい

府を︑民主的な行動と圧

ため︑核保有国と日本政

る日本と世界を取り戻す

平和で安心して暮らせ

和感を覚えました︒

とについて︑かなりの違

い領域が存在しているこ

て踏み入ることのできな

により︑日本が国家とし

ょう︒２０２０年までに

署名活動に参加したい

さん︵立命館大学名誉教
授︶の報告
は︑﹁今年は
年目︒

原爆投下か
ら
数学者は
を︑パワフ
ルだがパー
フェクトで

境 を 守 る う え で も︑﹁ 経
済的︑人的資源の浪費﹂
小規模多機能ホーム
だんらん

市長の﹁平和宣言﹂と対
世保の現状など実際に見

を防ぐ上でも画期的だ︒

照 的 に︑
﹁核兵器禁止条
て勉強し︑胸が熱くなる

とも き

約﹂には言及しないばか
思いでした︒とても素晴

知貴

りか︑条約参加に背を向
らしい大会へ参加させて
カンパをしてくださり︑

け︑被爆者や国民の要望
平和首長会議も日本国
本当にありがとうござい

くださったこと︑応援や

内加盟市会議︵日本の市
ました︒今後︑職場や友

に応えなかった︒

％が参加︶総
人・家族に伝え署名活動

区町村の
会で︑条約参加の取り組
・運動に参加していきた

真一郎

米軍基地を視察

いと思います︒

みの推進要請を決議した︒
日本政府には﹁唯一戦
争被爆国﹂として条約に
参加する事を強く求め
る︒同時に﹁署名﹂を大
ホームさつき

行天
今回︑大会に参加し︑
その中で米軍基地を視察
しました︒日米地位協定
囲気を作りあげ︑症状を
和らげたという取り組み

チームさつきがもたらした
Ｎ氏の生活改善効果
さつきヘルパー 丸山

利用した︑認知症の方対

デイサービス︶の生活改

訪問看護さつき 駒井

象の少人数デイ︶の利用

﹁チームさつき︵訪看

善を図ったケース︒

本人の症状と向き合っ

・ 介護︶
﹂ が基点となっ

となったケース︒
ていく中で︑家族と協力

て︑他の事業所も巻き込

た︒

日

２時から自宅で班会︑
気アップ体操と足指運動

は︑筋肉増強のための元

看護師・松葉さんから

組合員 名が参加︒

７月 日︵水︶午後

あれこれ盛りだくさんのあじさい班 班会

上手！

７月
︵土︶
門真市北
岸和田自治会

時

処法について分かりや

策︑②熱中症予防と対

い状態︶ 予防と改善

イル︵病気になりやす

宮垣さんより︑①フレ

みい診療所看護師・

以外の方も︑是非お誘い

会でした︒今後は組合員

だくさんで︑充実した班

で童謡︑笑いヨガと盛り

お菓子で休憩︑オカリナ

の指導︒その後︑手作り

エンディングノート

班長 鎌田 喜代美

したいと思います︒

日︵ 土 ︶︑ 元 ナ

すい説明を受けまし
た︒
７月
残される人への思いや

決めておくと︑残され

ルク協会
︵現在閉会︶
の木

めに﹂の学習会を行いま
る人の精神的負担が軽

り︑全ての人が迎える

し た︒ 皆 さ ん 必 死 の メ
くなるのです︒

下洋子さんを講師に︑﹁自

モ︑多くの質問で２時間
癌末期等となった時な

自分の最期を︑自分で

があっという間︒大変意
どの延命治療︑尊厳死
財産や預貯金のこと等

など︒

メから中身の
々︒
理事 尾﨑 安洋
健康チェックに来られ︑
体組成計でわかる内臓脂
ては笑顔で会話を弾ませ

肪の数値などを比べ合っ

の夏祭りが弁天池公園で

北岸和田地区の皆さ

ていました︒

ら小梶看護師長を先頭に

みどり診療所は今後も

ま︑大変お世話になりま

から血圧測定や体

たくさんの地域で健康チ

７名のスタッフが

組成計に行列がで

ェックを開催しながら︑

した︒

きました︒

地域に親しまれる診療所
を目指していきます︒

夏祭りというこ
ともあり︑小さな

しろがき事業所

０９０︵３９７
■ボランティア学校

２︶１４７９

尾崎

理事 中西 多恵子

思います︒

年取り組んでいきたいと

土産も︒これからも︑毎

中︒帰りには竹細工のお

等 ︶に ︑ 目 を 輝 か せ 夢

び︵竹細工のブンブン駒

今の世代では知らない遊

所を教えてもらったり︑

リルなどで︑分からない

こども達は︑宿題︑ド

一日を過ごしました︒

ィア７人も加わり楽しい

師２人と私たちボランテ

部長 長川 理香

子どもさん連れの
若いご夫婦も大勢

と︑夏休みの一日を楽し
く過ごすために︑７月
日︵ 日 ︶ に﹁ こ ど も
塾﹂をいきいき広場で
開催︒
開催前日は︑学校行
事︵校庭解放一泊︶と
重なり︑参
加がこども
４人︑保護
者４人でし
たが︑元教
０７２
︵８８２︶１１１８
９月 日・ 月 日
月 日

月７日︵土︶ 時 分
本部３階多目的室

予約をお願いします︒

■ハイキング

みい診療所

費︑弁当

参加費２００円︑要交通

９時ＪＲ京橋駅改札集合

講師

ト〟の書き方﹂

〝マイ ・ ウィル ・ ノー

生きるための覚え書き

﹁最期まで自分らしく

参加者募集中︵無料︶
︵彼岸花︶

奈良・飛鳥かかしロード
問い合わせは組織部へ

９月 日︵日︶

０７２
︵８３５︶０６００

けいはん医療生協ボラ

９月 日・ 月 日
月 日

みどり診療所

Ｋ天気予報で降水確率
％以上︶

前理事 平松 眞美子

ンティア連絡会会長・

雨天中止︵前日 時ＮＨ

■日曜健診

０７２
︵８８２︶
５０２５

お気軽にご相談下さい︒

９月 日︵金︶

■法律相談︵要予約︶

伝伝 言言 板板

知ってる〜？
ブンブン駒

つながりを広めたい

地域の若い人達と

夏休みの思い出づくり・こども塾

踊りの前にチェック

参加︒明るいうち

行われ︑みどり診療所か

北岸和田自治会夏祭りで
健康チェックに行列！

ます︒

一部を紹介し

当日のレジ

義深い会となりました︒

分らしい最期を迎えるた

門真東支部

のない平和な世界をつく
ろうと訴えられました︒

した︒国連での核兵器禁止条約採択を受けての大会であり︑国
武器であるが︑核保有国
成文化した点にある﹂と

のべ７千人が参加した
原水爆禁止２０１７年世界大会

内 外 の 大 き な 注 目 の 場 と な り ま し た︒ 直 接 参 加 し︑ 見 て 聞 い
などが参加していないた
述べたことにも心動かさ

中満泉・国連上級代表

て︑肌で感じ︑感動したとの感想が寄せられています︒
め︑今の時点では﹁アキ
れました︒

会長

核兵器禁止条約採択
をうけた歴史的大会
レス条約﹂
︒ 禁止条約を

寝屋川市
原爆被害者の会

美英

後世へ核兵器のない
世界へ第一歩

山川

みい東支部

核兵器禁止条約の国連
採 択 に よ っ て︑
﹁核兵器
のない世界﹂への第一歩
を踏み出したことは大変
嬉しい︒これまで﹁核兵
器は危険だが︑国を守る
ためには持っていても良
い﹂と考えられていた︒
それが︑造る︑持つ︑ま
してや使う事を禁止︑核
兵器で脅すこと︵核抑止
力と言うらしい︶も禁止
となった︒
条約は世界の平和と環
きく集め︑世論を喚起し
たい︒
広島で被爆した者とし
て︒

大阪民医連看護介護研究集会

アルツハイマー型認知
が激しく︑本人にあった
し︑少人数という面をい

み︑本人を中心に多職種

15

けいはんが︑
９つの分科会
座長賞のうち２つを獲得

症の女性で︑人をたたく
デイサービスがないとの

かしてアットホームな雰

19 10

各座長の選出理由などを大阪民医連新聞８月１日号から抜粋します︒

認知症共用型デイをもう一度︑
みんなで見つめ直せた事例

などの暴力も含めた周辺
事で相談︒共用型認知症

紀之

症状︵その方の性格・環

完全自家製ジュース

猛暑が続いています
が︑規則正しい生活をい

10

19

グループホームみどり・
金子
デイサービスにじ

私の健康法

とにかく
気にしないこと
﹁元気で

看護師

さらば
夏バテ！
います︒

つも心がけ︑毎朝︑自家
製の野菜ジュースをコッ
プ一杯飲んでいます︵夏

無資格者は応相談 働きながら資格取得も可能！

すね﹂とよ
年体を使っ

勤務地▶寝屋川・門真・守口市内の
診療所 訪問看護ST 介護施設

早朝活動で６時半か

く言われま
すが︑何せ

場は︑トマト︑オクラ︑
林檎︑人参︑紫蘇等々を
ミキサーに︶
︒
ボランティアに行って

30

26

11

15

講師の
木下さん

11

24

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

太極拳年中無休

打越公園の太極拳は年中

てきましたから病名を付

し な い こ と で す︒く よ く

人と話するのも健康法の
一つです︒カラオケにも
行って思いっきり歌いま
す︒暑さに負けないよう
に気をつけたいです︒
守口東支部
濱田 幸子

13

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

ら︑毎回参加費 円の北

た丈夫な体ですが︑年々

無休︒月２回︑第２︑第４

生来︑親から授けられ
寄る年波の不安から︑あ

けたら幾つかあります︒
の女性指導者による﹁く

よすると免疫力が低下す

正子

勤務地▶寝屋川・門真・守口市内の

22

実務者研修修了者
初任者研修修了者
ヘルパー２級

薬 も 飲 ん で ま す が︑気 に
すのき太極拳﹂教室に参

るそうですから︒
少しは人のためになる

加しています︒自宅で要
介護者を抱えているの

みい西支部 堀

営委員をしています︒

い︑何年も医療生協の運

ことをするのも大事と思

美代子

で︑体力づくりが最大の
課題です︒
門真中央支部
田中

10

29
14

23
40

エンディングノート
学習会に22名参加
10

生協だから、
充実の
福利厚生！

介護福祉士

右から村上さん、行天さん、
財津さん

!!

72

あいあい
支部
26 10

72
96

22

満席の長崎全体総会
門真北打越公園での太極拳看板

支部 ・ 班 ・ 組合員 ・ 事業所 みんなのとりくみ
22

11

介護スタッフ大募集

山川会長
あいさつ
（寝屋川市役所）

10

木曜には︑虹のひろばで

No.22

76

長崎を最後の被爆地に

豆知識

れこれ健康維持に努めて

健康・生活

!!

!!
寝屋川２号三井公園での
太極拳は朝７時半〜

ノーモア・ナガサキ ノーモア・ヒロシマ ノーモア・ヒバクシャ
報
先月号の続

（２）
２０１７年９月１日
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