気持ちも新たに地域に密着
取りの不足のために︑な

ための︑支部の議論と段

ながら︑それを実行する

長年分割の方針があり

を支える活動をしていき

て︑医療・介護と暮らし

にして︑組合員と密着し

人の運営委員会が心一つ

南

成田西支部支部長

ます︒

ポイント制導入で︑キ

貢

かなか前に進みませんで
した︒
新しい４人を含めた６

員さん協働で考えていき
成田町︑成田東が丘︑

成田支部

たに︑地域により密着し
たいと思います︒

成田支部分割
成田支部が発足して
た活動を通して︑健康づ
成田東町︑成田南町︑
末広町︑菅相塚町

成田支部支部長
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コ現金払い﹂の高齢者

で す ︒﹁ い つ も ニ コ ニ

いま︑安倍政権が６
・生活者はついていけ

す︒
年も続いていますが︑

今年は天皇の代替わ

ず取り残されてしまい

法︑ カ ジ ノ 解 禁 法︑
り で︑﹁ 平 成 最 後 ﹂ の

そのもとで秘密保護

﹁働き方改革﹂︑
﹁入管
年です︒１票が大きな

ます︒

法改定﹂など国民にと
﹁力﹂になり︑大転換

法︑安保法制︑共謀罪

ってよくない法案が強
も︒亥年で
﹁猪突猛進﹂

につながるチャンスに

月からは消費税

行採決で量産され︑そ
の上
票﹂で消費税増税スト

であれば選挙権があり
ャッシュレス時代とお

かヘモグロビン︵コンテ

の赤血球︵船︶が少ない
が足りないとヘモグロビ

を作る材料なので︑鉄分

す︒鉄分はヘモグロビン

貧血の原因に重大な病

門真市長から感謝状
が楽しく１日過ごして
もらえるように心を込

が門真市長から感謝状

ービスのボランティア

私たちみどりデイサ

まんざらでもなさそ

ら﹁孫に見せよう﹂と

んで﹂なんていいなが

さら感謝状なんて要ら

これからもずっと笑顔

頼もしい仲間と一緒に

限りつづける﹂という

が元気の基﹂﹁体が動く

ま す︒
﹁ボランティア

めてお手伝いをしてい

と記念品︵今年はスポ
う︒私たちは毎日デイ
でがんばります︒

みどりデイサービスボランティア

ーツタオル︶をいただ
サービスの利用者さん
会長 西田則子

今回︑平成最後となる
期生７人が有資格者と

護を提供するうえで必要

入されたこの研修は︑介

修了しました︒新たに導

６年間で１０７人の方が

修は︑年２回以上開催し

トした介護職員初任者研

のみなさま受講生のご紹

予定しています︒組合員

今年も年２回の開講を

の一翼を担っています︒

職希望があり︑人材確保

ています︒２人の方も入

事業所で５人の方が働い

なり既に当法人内の介護

となる基本的な知識・技

理事 藤井みち子
暮らしをされている方は
健康面や︑何かあった場
合についての不安を口に
されていました︒
また︑特定健診を既に
受診された人も多く︑健

支部総会案内︑健診パン

いただけ︑嬉しい行動と

支部の訪問を大変喜んで
なりました︒
副支部長 野口道夫
★みい診療所での胃カ
もって終了となりまし

メラ検査は︑昨年末を
飯盛霊園 桜

関連施設をご紹介させ

た︒ご希望の方には︑
口集合

９時京阪私市駅改札

★４月１日︵月︶

集合

町 を ま わ り ま し た︒一 人

運営委員４人で大久保

フを持って組合員訪問︒

２月７日︑
アンケート︑ 診への関心が高いため︑

守口東支部

介護初任者研修担当

介をお願いします︒

実施しています︒

０時間 日間の通学制で

術を習得するために１３

平成 年４月にスター

ボランティアみどり

き ま し た ︒﹁ 今

時

ご理解のほどよろしく

ていただきますので︑
０円

両方とも︑参加費２０
ご家族に限ります︒

お願います︒
時ＮＨＫ天気予報
％以上中止

０９０︵３９７

４月 日︵日︶

１００円バザー

■子ども服リサイクル

２︶１４７９

尾崎

降水確率

前日

要弁当︑交通費若干
す︒お気軽にご相談下
さい︒
問い合わせは組織部へ

番 号
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︵８８２︶
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門真市朝日町
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■日曜健診
・みい診療所
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︵８３５︶０６００

時〜 時

みいふれあいの家
バザー提供品 みい
診療所１階のダンボー

日
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ルのなかへ
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度の門真市特定健診は

主催
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ボランティアみい
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訂正
２月１日号
︵前号︶
に お い て︑
﹁社会福
祉法人つばき会から
ごあいさつ﹂と題し
て写真を掲載しまし
たが︑そこに写って
いるお子さんに関し
ては記事内容と無関
係です︒また︑つば
き会等々と新しい居
場所開設を検討して
いると記載しました
が︑各団体での正式
な議論はこれからで
すので︑この文章を
削除いたします︒

一人 分程度の時間で

組合員および同世帯の

３月 日︵金︶

■法律相談︵要予約︶

伝伝 言言 板板

愛のバレンタイン行動

ふれあいアンケートで組合員訪問

みんなニッコリ
修了式で

初任者研修受講生のご紹介を

これからも元気にがんばろう！

年が過ぎ︑組合員数も９
００人を超えて活動にも
円滑さを欠く状態となり
ま し た︒ こ の た め 分 割
︵支部増やし︶の検討を

びとなりました︒

成田西支部が発足する運

成田西支 部 誕 生 ！
長年の懸案だった成田
支部の一部を分割して︑

はくれません︒日本は
ます︒消費税は社会保
ッ プ ︑﹁ 安 倍 政 権 最

だ け で な く︑
﹁猪突投

低くなっていますが︑
障に使われず︑医療・
後﹂の年にしたいもの

％増税が言われてい

﹁声なき声﹂では︑庶
介護の改悪は続いてい
です︒

近年︑投票率が顕著に

民の生の声が政府に伝
ます︒このままいくと

ます︒告示の翌日から
金の支払い方がすさま

かけで胃・大腸がんが見

を指摘されたことがきっ

けいはんニュース
編集委員
理事
大森輝夫

歳以上

投票日の前日までの期
じい勢いで変化しそう

わりません︒

日前投票制度もありま

でいきます︒つまり骨髄
で作られた総数 兆の赤
つかることはしばしばあ
ります︒軽い貧血は症状
は出ませんが︑貧血が進
むと体に脱力感・倦怠感
を覚えます︒心臓に供給
する酸素の量が減るた

ナ︶が少ないかを意味し
ンが減り︑鉄欠乏性貧血

気が潜んでいる可能性が

感謝状

進めていましたが︑１月
日の臨時支部総会で分
割が承認されました︒
成田支部は気持ちも新

２０１９年って︑ど

年に一度

⑫
血球が血液に入り︑その
赤血球の輸送船が肺で酸
素を積んで全身のすみず
みまで送ります︒

貧血の原因その一

が死にますので肺から取
ます︒骨髄に異常︵白血
になります︒正常の場合

ありますので︑貧血と言

の時代に変わります︒元

14

んな年になるのだろう
か︒
亥年は
の︑統一地方選挙と参
議院選挙が重なる選挙
の年です︒府会議員選
挙が４月７日投票︑市
会議員選挙が４月 日
投票︑７月には参議院
選挙があります︒選挙
管理委員会からも﹁明
るい選挙﹂
︵誰にも邪
魔されずに︑自分の考
えで正しく投票する選
挙︶が呼びかけられて
います︒
政治には関係がない
と思っていても︑政治
はあなたをスルーして

診察室よもやま話

貧血ってなに？
時代は
〝美人薄命〟
から
〝元気な美人〟
へ
め︑坂道や階段で息切れ

り込んだ酸素を全身の隅
病など︶が生じると正常
は一日７〜 ｇ の鉄分を

われたら治療する前に精

貧血の原因は主に血液

隅までに運ばなければな
に赤血球が作られず数が
食事からとり︑同じ量を

密検査が必要です︒医学

する症状も出ます︒

りません︒その仕組みを
減ります︒腎機能低下・
便などで排泄してバラン

の 進 歩 で 今 は〝 美 人 薄

文介

船の輸送に例えると︑赤
リウマチなど慢性疾患も
スが取れています︒胃・

命〟から〝元気な美人〟

高尾

血球︵船︶は骨髄︵造船
赤血球の数が減り︑貧血

大腸などから目に見えな
い少量の出血︵便潜血反

気で明るい社会を作るた

まず精密検査を

所︶で作られ︑その赤血
の原因になります︒

みい診療 所 所 長
昔から〝美人薄命〟と
いう言葉があります︒色
白︑華奢な美人は短命を
意味します︒色白とは貧
血の状態の可能性がある
と考えます︒貧血につい
球︵船︶にヘモグロビン

応陽性と言います︶が続

めに︑健康管理をしまし

支部 ・ 班 ・ 組合員 ・ 事業所 みんなのとりくみ
■ハイキング同好会
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︵コンテナ︶を載せて︑

きますと︑鉄欠乏性貧血

貧血の原因その二
もう一つ貧血の原因は

さらにヘモグロビン︵コ
ンテナ︶に酸素を大量に

②①に該当する方で︑扶

が５００万以下の方
︻寡夫︼
④妻と死別・離婚した後
再婚していない方や妻
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て考えてみます︒

細胞に対する
酸素供給の仕組み
体の細胞へ酸素の供給

す︒ 次 の 用 件 が 必 要 で

養親族である子があ

ょう︒

す︒これにあてはまる場

り︑かつ︑平成 年分

になります︒健診で貧血

合︑毎年控除できます︒

の合計所得金額が５０
０万以下の方
ていない方や夫が生死

万円︒

控除額は②は 万円︑他
は全て

①夫と死別・離婚した後

不明などの方で︑平成

③夫と死別した後再婚し
再婚してない方や夫が

年分の合計所得金額

︻寡婦︼

生死不明な方で︑扶養
親族または平成 年分
の総所得金額が 万以
下の生計を一にする子
のある方

が生死不明などの方
で︑平成 年分の合計
所得金額が５００万以
万以下の生

下であり︑かつ︑総所
得金額が

計を一にする子のある
方
︵国税庁ＨＰ等から︶

アンケートをおすすめする
運営委員
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鉄分の不足によるもので

・介護保険制度の下で提
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積んで全身の臓器に運ん

年分

︿対象となる医療費﹀

す︒

平成

万円または総所得

の５％を超えるとき︵い

次のようなものも含まれ

が︑

ず れ か 少 な い 金 額 ︶︑ そ

・ 入院の対価として支払

控除の明細書﹂または医

供される一定の施設・

う部屋代や食事代
療保険者から交付される

居宅サービス等の対価
必要です︵領収書は５年
間自宅で保存︶
︒ 平成

あなたが寡婦︑または

寡婦・寡夫控除

﹁医療費のお知らせ﹂が

自ら作成する﹁医療費

ます︒

ます︒
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の超えた金額を控除でき

10

20

18

寡夫である場合の控除で
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