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めてチャレンジします︒
園と小学校等でも使える
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申し込みましょう︒

﹁チャレンジ﹂
にチャレンジ
けいはん 医療生協のチ
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ようになりました︵ 回

下障害の予防となり︑顔
報告書締切

目的に︑昨年６月から月

える幹部の集団的育成を

けいはん医療生協を支

﹁けいはん特９﹂と名付

え成長してもらうよう

急のスピードで知識を蓄

電車の特急とかけて︑特

したが︑厚生労働省事務

入認定除外となっていま

体の貸付資金︵育英会の

体︑もしくはその委託団

費用︑④国や地方公共団

ど︑次世代を背負って立
つ意気込みも聞かれまし

れや経営分析︑リーダー

じめ︑医療福祉政策の流
することで︑集団として

１年を通して研修を実施

単発の研修ではなく︑

た︒

シップ論など︑トップ幹

台骨を支えていくことを

けいはん医療生協の屋

参 加 者 か ら は︑
﹁専務
決意し︑この学びを実践

とができました︒
理事の右腕を担いたい﹂
に活かしていきます︒
小寺 峰志

﹁けいはん医療生協を引
専務理事

っていると言われていま

減ったため︑胃がんが減

明で塩漬けの保存食品が

ます︒近代は冷蔵庫の発

け︑胃がんを引き起こし

胃の粘膜がダメージを受

化を引き起こします︒④

ても︑塩分は直接動脈硬

ます︒③血圧が高くなく

ので︑腎機能が悪くなり

を出さなければいけない

す︒②腎臓が余分の塩分

全になることもありま

ることで︑心肥大・心不

心臓に無理な負担がかか

材そのものの旨味を楽し

ります︒塩分減らし︑素

気の治療にも予防にもな

㎏ に減らした減塩食は病

ことになります︒１５０

で約３００㎏ の塩を摂る

才まで摂り続けると一生

当量︒１日

１０００は食塩︵g︶相

リウム︵㎎ ︶ｘ ２・

ともありますので︑ナト

ナトリウムで表記するこ

す︒時々塩分ではなく︑

れている塩分の量を見ま

るとき必ず裏面に表記さ

には︑まず食品を購入す

っ張っ ていきたい﹂ な
す︒
食品購入の際は
裏面表記で塩分チェック

す︒⑤骨粗しょう症にな

みましょう︒

塩分を適切に摂取する

りやすいなどがありま

どの文書が渡されます

gの塩を

÷

の報告は毎月することに

が月に１〜２万円でも︑

しかし︑アルバイト代

役立つことが書かれてい

かれて︑利用者にとって

利用者の義務に重点が置

が︑どれも制度の説明と

﹁不正受給﹂として︑収

ないことと︑その後も役

なっています︒

入の全額を遡って返還さ

に立つ情報の周知徹底が
なされていないことが原

せられる事例が後を絶ち
ません︒

て親にも言わない︑②収

たい︵貯めたい︶と思っ

働いたお金は自分で使い

ていれば役立つこともい

おこなわれますが︑知っ

から︑多面的な大改悪が

生活保護は今年の 月

因です︒

入を報告すれば保護費を

っばいありますので︑生

その理由は︑①自分で

下げられると思って報告

活と健康を守る会にお問

参加者にも好評
岡本歯科医師

け︑組合員の願いが活き
活きと支部運営に反映さ
れるようにしようと︑今
年秋ぐらいに分割総会を
開催することになりまし
た︒
支部をふやす
には︑支部活動
を支える運営委
員のなり手を増

９月９日

６月８日︑第７回あい
ち ゃ ん 総 会 の 前 半 に︑岡
本歯科医師︑榎元歯科衛
生士︵かやしま事業所近
く の﹁ か き う ち 歯 科 医
院﹂︶
を講師に︑﹁口腔ケア
について﹂の学習会を開
催︒お口の機能の大切さ︑
糖尿病︑誤嚥性肺炎等と
の関係︑舌の清掃とお口
の体操
︵パ・タ・カ・ラ︶
など多彩な内容を丁寧に
説明いただきました︒唾
液の分泌を良くする顔の
マッサージの実演も︒
ご近所の専門家と力を
あ わ せ る︑﹁ 地 域 ま る ご
とケア﹂実践そのものの
学習会となりました︒

やすことが決め手です︒
そのために︑医療生協の
活動が地域で見え︑市民
のために役立っていると
認めて頂くことが大事と
考え︑とりあえず７月か
ら月１回︑定期的に美井
元町の成田温泉の軒先を
借りて健康チェックを行
うことにしました︒
支部ふやしを成功させ
るために︑手伝い︑参加
してくれる組合員を募
り︑市民にも組合への加
入と活動に参加される人

貢

を発掘したいと考えてい
ます︒
成田支部 南

今回のＤＶＤ作成によ
っ て︑ ケ ア マ ネ ー ジ ャ
ー︑ご家族に事業内容を
目で見てもらえます︒ま
ず支部・班の組合員の方
々に視聴していただき︑
小規模多機能の良さ︵利
便性︶を知ってもらった
上で︑地域で困っている
方々にお伝えいただけた
ら幸いです︒
ＤＶＤの貸し出しも行
っ て い ま す︒ 必 見 で す

をとらせていただきます︒

分︶
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しています︒

ちの方︑応募をお待ち

す︒ヘルパー免許お持

事内容は安否確認等で
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を募集しています︵
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織部は︑８月

き診療所・法人本部・組

みい︑みどり︑さつ

■夏休み体制
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あります︒

か？﹂と言われることも

ことまで出来るんです

出来るんですか？こんな

族から﹁こんな使い方が

用がスタートして︑ご家

る場面に遭遇します︒利

解ができていないと感じ

が︑なかなか皆さんの理

の説明をよくするのです

した︒仕事のなかで施設

施設のＤＶＤを作成しま

は︑初めて小規模多機能
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小規模多機能施設
紹介ＤＶＤ完成

笑顔っていいね
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時
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■日曜健診
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成田支部ふやし
︵分割︶
奮戦記

榎元歯科衛生士

ャレンジャーは年々増え
今回のお薦めは﹁あい

コース︶︒

でした︒報告書を提出し
うべ体操﹂です︒口を大

て︑昨年度は１４３６人
て︑参加賞︑グループ賞
き く 動 か し︑
﹁ベー﹂ で
舌をしっかり出します︒

をいただきました︒
今 年 度 は︑ そ れ に 加
中から抽選で景品がでる
の筋肉を動かすことで若

回行うことで︑嚥

ことになりました︒また
返りにも繋がります︒

１日

年明けに予定しているゴ

え︑更に報告書提出者の

おおさかまるごと健康
ール集会でも︑参加者に

みんなで 誘い合って︑

チャレンジは今年度で３
また︑参加医療生協で

景品が当たります︒

かの仲間約１万人が︑健
統一キッズチャレンジシ

回目になります︒おおさ
康に良いことを自分で決

に１回︵１日︶幹部育成
けていました︒

現在︑私たちは目に見

次官通知により︑２０１

奨学金など︶の償還金と

しない︑③アルバイト収

い合わせください︒
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守る会事務局長
城山 猛
０７２
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成田温泉で
健康チェック

生協の屋台骨を
次世代の力で支える
幹部育成研修修了

研修を開催し︑今年５月

生物は塩分が豊富な海
えない〝隠れ塩〟に囲ま
塩分を摂りすぎると体

４年７月から︑自立をめ

なっています︒

育ちあい︑相互理解の促

研修内容は︑協同組合

で誕生した後︑塩分の少
れています︒漬物・味噌
に起こる影響は①過剰な

これまで高校生のアル

ざす目的があれば︑全額

但し︑全額の収入認定

部に必要な視点と知識を

に８人が卒業しました︒

ない陸地へ上陸しまし
汁・魚の塩焼き・明太子
塩分を薄めるため︑体内

バイト代は︑勤労基礎控

の収入認定除外も可能に

除外になるためには︑福

進にもつながりました︒

の原理原則から情勢をは

体は︑生理的に１日１〜
２ｇ の食塩があれば間に
WHOは塩一日の摂取量
を５ｇ 以下に制限すべき
と唱えていますが︑日本
では一人一日平均食塩摂

た︒塩分の少ない陸上環
・うどん・そば・ラーメ
の水分も増えるので体が

除に加え︑未成年者控除

なり︑貯蓄することがで

祉事務所に目的を伝え

●健康チャレンジスタート集会

１年かけて幅広く学ぶこ

この幹部研修は︑京阪

店はほとんど味がしっか

外食産業も行列のできる

⑥

診察室よもやま話

合うといわれています︒

りしています︒私たちの

あなたの塩加減は
〝良い加減〟
？
塩分を減らして︑
素材そのものの
旨みを楽しみましょう
取量は約 ｇ ︒

境で人間が体に一定の塩
ン・カレーライス等々塩
むくみます︒血管内水分

文介

分を保つためには︑骨に
分の多い食品が至る所に
が増えると血圧が上昇し

高尾

塩分を蓄え︑腎臓で体内
あります︒スーパーで売
ます︒また心臓も余分の

みい診療 所 所 長

塩分の調節を行い︑食事
られている総菜は塩味で
血液を循環させるため︑

塩分の摂りすぎと
体への影響

は塩味を好むように進化
ないと売れ行きが悪い︒

しました︒

があり︑さらにクラブ費

きるようになりました︒

て︑承認を受けなければ

●街かど健康チェック、医療介護相談コーナー

入が全額控除になること
を知らないなど︒
生活保護を申請する
と ︑﹁ 生 活 保 護 の し お
り﹂︑﹁生活保護の説明﹂︑

出あい・ふれあい・支え合いの会

支部 ・ 班 ・ 組合員 ・ 事業所 みんなのとりくみ

京阪電車守口市駅前広場
８月22日（水）14時〜
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