虹のひろば
︵

ると︑警官の手に及ばな
くなり︑リンパ球などの
自衛隊を発動して侵入し
てきたウイルス・細菌と
肺の中で凄まじい戦いを
繰り広げます︒発熱は戦

まります︒しかし一部の
弱める︑また白血球を増

とにより微生物の活動を

︶

・老衰など抵抗力が弱っ
ている状態では戦に負け

日
名参加

私は大丈夫の思い込みがキケン？
１月
の相談員︵写真︶に来て

詐欺にご用心
虹のひろばで︑門
いただき︑悪質商法・詐

吸入などの治療によって

菌を殺す︶の点滴や酸素

かり︑病院で抗生剤︵細

週間から３週間くらいか

この凄まじい戦いは １

憶細胞を作って︑その顔

クチンの役割です︶と記

の顔だけ体に入れる︵ワ

が登場します︒ウイルス

で︑ワクチンというもの

ることもあります︒そこ

３月 日︵金︶ 時

■法律相談︵要予約︶

てかかる︒
④目的のはっきりしない
勧誘は断る︒
⑤覚えのないメール・サ
イトは開けない︒
⑥だまされても泣き寝入
りせず︑すぐに次の所

化しており︑だまされ
１８８︵イヤヤ！︶

消費者ホットライン

に電話連絡する︒

ないコツは次の通り︒
警察相談専用電話
♯９１１０
大変勉強になりまし
た︒お互いにだまされな
ひまわり支部運営委員

いようにしましょう︒

裏がある︒も
藤野良子

合田清子

留守が多く︑署名には

へ加入の訴えをしまし

快諾していただける方︑

１︑２丁目の組合

町 ５ 丁 目︑ 東 町

いました︒大久保

と組合員訪問を行

後の活動に大いに参考に

いたりませんでしたが今

な反応があり︑加入には

と⁝﹂という方など様々

﹁政治的なことはちょっ

た︒

日

員さん訪問に︑担

なりました︒とにかく大
変寒い中での訪問で︑全

当理事とともに５
名で行動︒

動となりました︒

員励まし合いながらの行
対の３千万署名の

副支部長

憲法９条改悪反
お願いとあわせ︑

野口道夫

■ハイキング

家族で未加入の方

■みいの郷管理人募集

４月２日︵月︶

分︶
︒ 仕事内容は

すると︑短時間で白血球

で︑同じものが再び侵入

例えば︑肺炎球菌ワクチ

は一つの顔に限ります︒

但し︑一つのワクチン

■ 日曜健診︵今年度最終︶ ︵８３３︶５６３１篠原

０７２
︵８８２︶
５０２５

問い合わせは組織部へ

います︒
問い合わせ先
まで

０７２

報降水確率

０９０︵３９７
２︶１４７９

尾崎

％以上中止

前日 時ＮＨＫ天気予

当︑交通費若干

参加費２００円︑要弁

集合

時京阪三条駅改札口

の桜

三井寺から琵琶湖疏水

サービス付き高齢者向
け住宅の夜勤管理人を募
集しています︵ 時〜翌
９時

安否確認と相談業務で

を総動員し︑

ンは肺炎球菌にしか効果

みい診療所
０７２
︵８３５︶０６００

支部長

中︑体を動かしています︒

り 組 ん で︑ 楽 し い 雰 囲 気 の

でも参加者は一生懸命に取

ことも︒

が反応せず︑笑いでごまかす

ってくる動作と同じように体

体操するのですが︑目から入

映し出される動きをみながら

れています︒大型モニターに

で︑毎週水曜日体操が開催さ

ホームさつき１階フロアー

うけ話は疑っ

③うまい話には

ない︒

話は相手にし

②知らない人からの電

家に入れない︒

①予定にない訪問者は

手口がますます巧妙

開催しました︒

欺について出前講座を

真市消費者センター

軽快します︒白血球が勝

を持つ微生物が侵入して

お一人 分程度の時間

終身免疫を獲

がないので︑他にも肺炎

す︒ヘルパー免許お持ち

得します︒し

を引き起こすたくさんの

３月 日

まちがいさがしの答え

の方︑応募をお待ちして

かしウイルス

細菌やウイルスがあり︑

さい︒

などは顔を変

︵みどり診療所 今年度

一にする親族の社会保険

決して肺炎球菌ワクチン

な場合︑子どもを扶養親

料は控除の対象となりま

えて︑再び城

族にするときは︑年の初

す︒しかし︑例えば後期

の門真市特定健診は終了

めに会社に出した﹁扶養

高齢者医療保険料は年金

を受けても肺炎にかから

控除等異動申告書﹂をも

から天引きされますと︑

内に侵入し︑

とに年末調整が行われま

控除できるのは年金受給

しました︶

す︒一般的には年収の高

者本人だけとなります︒

ないわけではありませ

い方の扶養親族にするの

しかし︑口座振替制度を

戦を繰り返し

が有利ですが︑医療費等

利用し︑生計を一にする

ん︒

の状況によっては︑確定

配偶者の保険料を負担し

ます︒糖尿病

です︒お気軽にご相談下

２月７日︑

寒波のなかで
バレンタイン行動

利をおさめると︑一部の

きたら︑直ちに叩き潰す

て︑命を落とす結末にな

白血球︵記憶細胞︶はこ

ことが出来ます︒

伝伝 言言 板板

の強敵の顔を覚えるの

抗生剤・
ワクチンなどの出番

守口さつき支部

門真市
あさひ事業所 ２階

笑いがたえない
みんなの居場所
よっといでよ〜
出あって・ふれあって・支え
あって︑人と人がつながること
を目指す３あい運動推進委員会
のもと︑虹のひろば企画委員会
があり︑支部とボランティア︑
職員と協力して多彩な企画を開
催しています︒また︑たくさん
のサークル活動も行われていま

②

日︵水︶

す︒ 一 度︑ の ぞ い て み て 下 さ
分からです︒

い︒次回は︑３月
時

診察室よもやま話
肺炎とはどんな病気？
肺は
﹁城﹂
︑
鼻・咽喉は
﹁城門﹂
いに体が勝つために︑体

強い細菌・ウイルスが城
やす効果があります︶
︒

温を上げる︵発熱するこ

門 を す り 抜 け て︑ 城
痰は細菌と白血球の死骸

文介

︵肺︶に入り︑増殖しな
で︑咳は痰を体外へ出す

高尾

がら毒素を出して︑肺の
手段です︒

みい診療 所 所 長
白血球などの役割
肺炎は︑主に細菌・ウ
イルスなど目に見えない
呼吸機能を壊していくと
死に至ることもありま
す︒それに対して︑城内
︵肺︶にも常に警官に当
たる好中球︵白血球の一
種︶がパトロールしてい
て︑侵入者を見つければ
直ちに食べて殺します
︵貪食といいます︶︒
しかし︑強敵が出現す

申告によって年収の低い

た場合は︑口座名義人の

19

微生物による感染症で
す︒人間の肺を城に例え
ると︑鼻・咽頭は城門に
当たります︒風邪は︑ウ
イルス・細菌がこの城門
に侵入して城門の守備を
している白血球と交戦
し︑発熱・咽頭痛・鼻水
などの症状を引き起こし
ます︒数日の戦いで白血
球が勝利すると症状は治

合理的な納税を
お得な確定申告のおすすめ

方の扶養に変更︵二人が

所得控除の対象とするこ

40

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：松田・山田

合は︑所得税の確定申告
をする必要があります︒

働き盛りの方々

確定申告︶した方が

とができます︒
お問い合わせは︑組織
部・樋ノ上理事まで
０７２
︵８８２︶
５０２５
︵国税庁ホームページ等

10

▶９時30分〜12時
自然エネルギー推進交流会
▶13時30分〜16時
メイン講演
「福島のいまと原発住民運動の課題」
伊東達也氏
◎集会後、大阪市役所までパレード◎
けいはん医療生協の参加者は13時15分に１Ｆロビー集合
勤務地▶寝屋川・門真・守口市内の
診療所 訪問看護ステーション
介護施設

３月10日（土）エルおおさかにて
９時30分〜16時
無資格者は応相談 働きながら資格取得も可能！

３・10おおさか大集会

うたう会・ディスコン

36

なくせ!!原発
再稼働はんたい

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
＊送迎中心の方も歓迎
＊詳細は面談の上

太極拳・コーラス

夫婦共働き世帯のよう

12

などなど
ヨガ
世帯の税負担が減る
場合があります︒一
度計算してみてはど
うでしょうか︒

社会保険料控除

から︶

勤務地▶寝屋川・門真・守口市内の

30

19

30

!!
本人または生計を

介護福祉士

確定申告まっただなか

年金収入の方々
年金収入が４００万円
以下で給与所得などが
万円以下の方は︑所得税
の確定申告は不要です
が︑国民健康保険料︵税︶
の減免など各社会保険料
の額に関係してくる場合
があります︒所得税また
は住民税の申告を検討す
る必要があります︒また︑

守口
東支部

看護師

14

18

カラコロ体操大好評！
23

13
20

20

28

還付される税金がある場

申告

ですが︑気を付ける項目

No.26

18

たくさんの
サークル活動
税務署

生協だから、
充実の
福利厚生！

実務者研修修了者
初任者研修修了者
ヘルパー２級

を少し解説します︒

豆知識

支部 ・ 班 ・ 組合員 ・ 事業所 みんなのとりくみ
介護スタッフ大募集

組合員交流スペース紹介
健康・生活

（２）
２０１８年３月１日

けいはん医療生協ニュース
№２７１
（３）

