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回憲法記念日の５

５月

日︑寝屋川市民

会館で開催された寝屋川
協議会総代会議は︑ 人
が参加︒
﹁地域でのつながりが
なければ〝地域まるごと
ケア〟はできない﹂と自

蔽︑自衛官の暴言︑セク
ハラ問題など安倍政権を

新入組合員歓迎 カラオケ大会

みんなと打ち解けて︑和
ん で 選 曲 し︑ 歌 い︑ 食

気あいあいと自分から進
守口北支部主催の新
べ︑飲み︑おおいにもり

追い詰めて改憲をさせな
い弾みとしたいと思いま
入組合員歓迎カラオケ

２万人が広い会場を埋
ベ は 今 す ぐ 辞 め ろ ！ ﹂な

い 人 た ち に 混 じ っ て﹁ ア
﹁ヒバクシャ国際署名﹂

と非核化の動きもあり

また︑朝鮮半島の平和

援会員を門真地域でどう
務が報告︑大上部長︑駒

小寺専務代行︑村谷専

憲法平和委員会 堀正子

増やしていくのかについ
井課長︑中西議長から訴

北︶から︑佐太二番まつ
りに事業所と一緒に参加
し 人に健康チェック︑
自治会長に大変喜んでい
ただいたという﹁生協の
見せる化﹂ の経験が報
告︒また他の支部からも
班会開催の重要性等が元

ョンからは︑血管を強く

みいヘルパーステーシ
わ﹂﹁介護中の母につくっ

っそく家でもやってみる

﹁おいしかっ た﹂
﹁さ

ご要望がありましたら︑

開催を予定しています︒

業部として︑健康教室の

お声を頂き︑今年度も事

今年の原水爆禁止
世界大会は広島で開
催されます︒参加に
あたり今までの大会

大会を︑５月 日
︵月︶ あがりました︒

した︒情勢の変化で︑今
年の集会はひと味違った

め︑野党４党の代表と︑
どと思い切り叫んで道行
を一層進めたいと思いま

ものとなりました︒

三千万署名の発起人で全
く人や車の人にアピール

々をどう支えるのかとい
う点で︑リアルな発言が
な さ れ︑け い は ん ニ ュ ー
ス︵機関紙︶の内容へのお
ほめの言葉もありました︒

て︑班づくりの経験等々

まかせてください
けいはんに
５月 日︑さつき事業

では︑柳原支部長︵守口

えがなされました︒討論

５月 日

守口総代会議

の発言がなされました︒

また︑﹁あいちゃん﹂
の支

す︒

国市民アクションの精神

門真総代会議
５月 日

日︑本部３階多

地域元気度№１
５月
目的室にて開催し︑ 人
が参加︒
地域の一人暮らしの方

加計疑惑︑改ざん︑隠

しました︒

南天満コースに︒若

スに分かれ私たちは

パレードは３コー

ました︒

がり集会を元気づけ

ライブ演奏でもり上

とおもちゃ楽団﹂の

﹁川口真由美さん

ました︒

ー！﹂と声があがり

と の 発 表 に﹁ お

３５０万を越した﹂

﹁三千万署名は １

帯の挨拶をしました︒

科医・香山リカさんが連

憲法への想い１３５０万筆
扇町に２万人

第
月 ３ 日︑ 扇 町 公 園 に て
﹁安倍９条改憲許さない
・ おおさか総がかり集
会﹂が開催されました︒
けいはん医療生協から
組合員 人︑職員 人が
参加しました︒全体では

熱唱する川口さん

回総代会に向けて
日

寝屋川総代会議
５月
ここが好き
笑顔いっぱい地域みい

治会の取り組みにも力を
入れている支部長︵ひま
わり支部︶は運営委員探
しに苦労しているとの発
言︒小寺専務代行は︑自
治会活動とどうリンクさ
せ︑医療生協の影響力を
強めていくかが要である
所いきいきひろばにて︑

して若返らせる料理とし
てみます﹂との感想を頂

寝屋川事業部︵みい︶ま

ケボックスで賑やかに

７人がつどい︑カラオ

新入会員２人︑組合員
用しながら︑北支部の団

できる企画をおおいに活

今後も︑みんなが参加

いと思います︒

結を深め発展につなげた

最初は︑新入組合員
守口北支部

開催しました︒
の方も緊張していたの
支部長
柳原成奉

か︑歌うのも遠慮がち
でしたが︑少したつと

健康教室と食事会を計画

門真市泉町の水橋さん ︵日︶に︑水橋班として︑

宅と幸福町の生活と健康
しています︒
生活と健康を守る会で

を守る会で新班を結成し

ました︒
は︑６月 日︵日︶に体
組成計︑足指力測定︑脳

水橋さん宅のマンショ

ンは︑様々な苦労をされ
生き生きゲーム︑チヂミ

平山明美

憲法平和委員会

いきたいです︒

に込め︑８日間つなげて

いはん医療生協のタスキ

平和への強い想いを︑け

参加者を募っています︒

加を！と日程表を作成し

で８日間の内１日でも参

し参加は困難です︒そこ

っていますが︑８日間通

して小玉利生さんが決ま

組合員の通し行進者と

を行進します︒

〜７月７日まで大阪府内

理事 尾﨑安洋

ています︒

ひろげていきたいと思っ

す︒仲間の輪をどんどん

で食事会を計画していま

てきた方が多く︑元気に

なってもらおうと５月

日に元寿司職人の入居者

を中心に﹁寿司の会﹂を
開催︒ 人集まってくれ
ました︒月に１回ぐらい
集まりたいと︑６月 日

参加者へ﹁どなたか推薦
してください﹂と︑お願
いの手紙を出しました︒
さっそく２名の推薦︒組
合員も奔走しています︒

府内通し行進
年目となる今年の国
民平和大行進は６月 日

時 分〜

６月８日︵金︶

■出あい・ふれあい・
支えあいの会﹁あい
ちゃん﹂総会

篠原まで

︵８３３︶５６３１

０７２

14時10分
問い合わせ先

成田山不動尊

と強調︒他６人から発言

て﹁トマトと玉ねぎのマ
きました︒参加した責任
でご連絡ください︒

みどり診療所
０７２
︵８８２︶１１１８
両診療所とも次の日程
６月 日 ７月 日
９月９日
■みいの郷管理人募集
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
分︶
︒ 仕事内容は

12時20分

気よく発言されました︒

リ ネ﹂﹁ サ バ 缶 お 焼 き ﹂
者は組合員の学習への熱

伝伝 言言 板板
■法律相談︵要予約︶
６月 日︵金︶ 時

一人 分程度の時間で
す︒お気軽にご相談下さ
問い合わせは組織部へ

い︒

13
10

昨年の平和行進。
寝屋川市役所にて

あさひ事業所２階
学習 お口の健康

虹のひろば
安否確認等です︒ヘルパ

できます︶

︵会員外の方でも参加
をお待ちしています︒

ー免許お持ちの方︑応募

９時

寝屋川市役所

人が参加︒

昭和 の雰囲気のボックスで

門真市泉町、幸福町にて

０７２
︵８８２︶
５０２５

■日曜健診
みい診療所

11時20分

協議会スローガン
紹介

支部 ・ 班 ・ 組合員 ・ 事業所 みんなのとりくみ
０７２
︵８３５︶０６００

友呂岐公園

がありました︒

を参加者と一緒に調理を

は心臓・腎臓など臓器を
保護する働きもあり︑血
圧を正常にコントロール
すると︑動脈硬化を改善
し︑要介護になる脳卒中
を減らすこともできま
す︒血圧を治療すること
でかかりつけ医と二人三
脚で自分の体に必要な健
康管理を日々行うことと
なり︑癌・心臓病など他
の病気の早期発見へもつ
な が り ま す︒ ま さ し く
〝一病息災〟です︒健康
管理は健康長寿へのパス
ポ ー ト で す︒
〝高血圧か
ら好血圧へ〟はその第一

９時45分

昨年︑ともろ

３千万署名きばっていきましょう
熱く報告する小寺専務代行
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門真市役所

ぎ支部が主催
し ︑﹁ 血 管 ﹂を テ
ーマにした健康
教室︵３回シリ
ーズ︶を開催︒

③フライパンにゴマ油を熱し、②の両面を焼

みいヘルパーステーション

ンまたはジャガイモ２個に対して約４

とされます︒血圧の薬に

粉を薄くまぶす。

心さに感動︒支部長から

高血圧の原因は主に遺

混ぜ合わせ、小判状にまとめ、両面に片栗

して︑召し上がって頂き

血圧が高いことで心臓・

伝ですが︑肥満・塩分の

プに包み電子レンジで加熱する（根菜ボタ

組合員と地域の

腎臓に負担がかかり︑心

取りすぎも血圧を上げる

②①にサバ、刻みネギ、白ゴマ、塩を加えて

主任 黒川佳世子

肥大・心不全・不整脈・

要因です︒軽度の高血圧

①ジャガイモは洗って濡れたまま皮ごとラッ

歩です︒

７月５日
（木）（到着時刻予定）

30

も﹁好評だったよ﹂との

リラのような破壊者であ

腎障害を併発します︒あ

はまず塩分制限などの生

分）。皮をむき、スプーンでつぶす。

ました︒

は出ません︒が︑治療し

るといっても過言ではあ

サバ缶
お焼き

ないと血管ががちがちに

りません︒

動脈に動脈硬化を引き起
こし︑脳卒中・心筋梗塞

る程度の臓器障害が出な

活習慣を是正します︒改

・狭心症を発症します︒

いと症状が出ないので︑

善しない場合は︑内服薬

る場合は１２５／ ㎜

動脈瘤などを合併してい

未満︑糖尿病・腎疾患・

目標値は１３５／ ㎜

ントロールします︒降圧

にて血圧を正常範囲にコ

まさに体に潜んでいるゲ

かかりつけ医と
二人三脚

なって︑脳・心臓を養う

大さじ２

方に呼びかけ健

も︑全国で高血圧患者 １

ゴマ油

康学習・健康体
操などを実施︒
事業部の訪問看
護ステーションゆーなす
からは︑血管について血
液量やヒートショック︑
脱水などの講義を︑みい
の郷デイサービスから

勤務医時代︑高血圧が

０００万人のうち３割は

ネギ（刻み）大さじ３
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８時30分

30

は︑
﹁血管を強くする体

原因で脳卒中を起こし病

適切な治療を受けていな

適量

20

17

守口市役所
13

操﹂を実際に参加者と一

⑤

院に運ばれてきた患者さ

い︒国民の平均血圧が ４

片栗粉
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緒にして大変好評でし
た︒

診察室よもやま話
高血圧から好血圧へ
高血圧は体に
ひそんでいるゲリラ

んに血圧さえ治療してお

㎜

文介

けば脳卒中には至らなか

よる死亡を１万人︑心筋

高尾

ったではなかったかとい

梗塞による死亡を５ ００

みい診療 所 所 長

う思いをしてきました︒

０人減らせると推測され

下がると︑脳卒中に

統計によると︑高血圧の

ジャガイモ ２〜３個

新班、
「寿司の会」
誕生
【幹線コース】
◎６月30日（土）
柏原市役所（大和川河川敷）→東大阪市役所
◎７月１日（日）
河内長野市役所→松原市役所
◎７月２日（月）
泉佐野市役所→和泉市役所
◎７月３日（火）
和泉市役所→堺市役所
◎７月４日（水）
住吉区役所→旭区役所・大宮南公園
◎７月５日（木）
守口市役所→枚方市役所
◎７月６日（金）
高槻市役所→吹田市役所
◎７月７日（土）
豊中市役所→兵庫県・川西市役所
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塩

2018年度
原水爆禁止世界大会へ向けて
国民平和行進
憲法平和委員会
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サバ（水煮缶） 180ｇ
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ています︒高血圧は症状

☆材料☆（２人分）
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治療が進んでいる今で

き色がつくまで焼き、器に盛る。

（５月14日現在）
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若返りの
料理に満足 !!

（全国）
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白ゴマ

2018年国民平和大行進
大阪府内全コースの日程
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安倍９条改憲ＮＯ‼
おおさか総がかり集会
5.3

健康教室のシリーズ化 とも支ろ部ぎ

（２）
２０１８年６月１日

けいはん医療生協ニュース
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