澄子
り︑戦時食︑被爆者のお
話等々体験を通し︑何か

られ︑血液中の糖分を下

インスリンは膵臓で作
それに反応して︑β 細胞

の糖分が急激に上昇し︑

食事をとると︑血液中

的に血糖値をあげて︑速

類が生き残るため︑瞬時

食糧不足の時代では︑人

にさらされていました︒

と説明していますが︑保

保障を維持するために﹂

政府は﹁消費税は社会

ろ事業者にとっても︑国

果はほとんどなく︑むし

われていますが︑その効

を﹁軽減﹂するためとい

岡田安紀子
︵さつきデイサービス
主任︶
今回初めて参加させて

思いやり予算が使われて
い る︒ 日 本 の 国 民 が 節
電︑節水をしていても︑
アメリカ兵は好き放題︒
また基地を山の上から見

開会式︑閉会式には小
火災があったこと︑夜中

船に乗り︑弾薬庫付近で

て︑全体を把握した後に

さなお子様から被ばくさ
に爆撃機︵ＬＣＡＣ︶の

いただきました︒

れたご高齢の方まで︑た
離着陸訓練が行われた
り︑とても危険なことな

くさんの方々 が参加さ
れ︑体験されたこと︑取

この３日間で自分の目

どを聞きながら海上から

また︑動く分科会の佐
で見て聞いて学ぶことが

り組んでいる活動等の発

世保基地調査行動に参加
とても大切だと教わりま

見学しました︒

しました︒移動のバスの
した︒

表︑報告がありました︒

中では︑佐世保基地には

白川さん︑西澤くん︑岡田さん

細胞を大切にして下さい︒

黙々と一生懸命に働くβ

のを聞こえていますか︒

細胞が悲鳴を上げている

皆さん︑
満腹の時に︑
β

び元気になれます︒

細胞も休息を取れると再

ば︑血糖値が下がり︑β

は適切な治療を受けれ

化します︒一方︑糖尿病

転じ︑糖尿病が急速に悪

インスリンの量が減少に

態になります︒やがて︑

き症候群に陥り︑仮死状

が徐々に疲弊し︑燃え尽

な状態が続くと︑β 細胞

日残業・休日なしの過酷

対応します︒しかし︑毎

に生産し︑数を増やして

た︒

大いにはげまされまし

手︒報告会参加者一同︑

うに﹂と語り︑大きな拍

後の被爆地でありますよ

けです︒長崎が永久に最

お帰りなさい
世界大会長崎
参加者報告会
憲法・平和委員会主催
の報告会が︑８月 日夜
に開かれました︒
中学１年の西澤くん
は︑﹁ 核 兵 器 が 人 に も た
らすものは唯一︑最悪だ

を下げるホルモンはイン
スリン一つしか備えてい
ません︒つまり人間の体
には血糖値を上げるアク
セルはたくさんあるが︑
下げるブレーキは一つし
かないのです︒

β 細胞の疲れは禁物
適切な﹁休み﹂を
近年︑スーパー・コン
ビニ・流通の発達で︑人
類が進化の過程で想定さ
れていない飽食時代に突
入した︒その結果︑常に
高い糖分が血液に流れ︑
糖尿病を発症します︒血
糖値が高いと︑β 細胞が
インスリン〝鍵〟を大量

料品の軽減よりも︑事業

事業者にとっては︑食

消費税の廃止を

表明しています︒

率﹂に対して導入反対を

理 士 会 な ど は﹁ 軽 減 税

いいかげんな内容で︑税

りません︒このように︑

消費税の還元部分かわか

品のポイントで︑どれが

ついています︒どれが商

品購入にポイント制度が

出し等︶は外されますが︑ ますが︑最近は多くの商
有料老人ホーム等で行う
飲食料品の提供は含まれ
ます︒外食と持ち帰りの
区別もいい加減で︑その
判断はお店に任されてお
り︑ 毎 日 税 務 職 員 が 来
て︑その実態を確認する
ことなどありえません︒

クレジットで還元？
また︑クレジット決済
をすると消費税の一部が
還元されると宣伝してい

で使う水道光熱費や運送
代など様々な経費にかか
る増税の方がはるかに大

あいちゃん 紹介
シリーズ①
超高齢社会に向かう
中︑私たちの街でも︑
高齢化と単身化が急速
にすすんでいます︒
﹁あいちゃん﹂がス
タートして７年︒
り︑換気扇の掃除等々

組合員さんから︑頼
りにされ︑医療生協の

2000円

の多彩な内容となって

３時間

組合員どうしが気軽に

1400円

います︒意識不明とな

２時間

﹁助けて ﹂といえる

料金紹介（順次紹介します）

てきたのではないかと

地域づくりに︑貢献し
で︑成田山不動尊への

母さん︵

った娘さんの祈祷にお
歳︶の代理

自負しています︒
１人暮らしが増える

お参りといった支援も

が最も多く︑庭の草取

行事企画や地域交流の

会長 野路 郁子

ありました︒

その他にも四季を感

一環として地域包括支

中︑病院へのつきそい

介護付有料
じていただけるような

伝伝 言言 板板
時

■法律相談︵要予約︶
９月 日︵金︶

組合員および同世帯
のご家族に限ります︒
お気軽にご相談下さ
い︒なお相談時間の制
限があります︒
問い合わせは地域サ
ポートセンターへ
０７２ ８
‑８２ ５‑０２５
萱島駅から徒歩約５分

■日曜健診
みい診療所

１月 日

０７２ ８
‑３５ ０‑６００
月 日
月 日

月 日

︱

担当者

〜 名ほど参加

０７２ ８８２ １１１８
‑
‑
月６日
月 日

みどり診療所

副部長 平岡 賢明

さつき

介護付有料老人ホーム

平岡・金谷

６９９５ ︱６７３２

連絡先

にご連絡ください︒

っております︒お気軽

談︑対応も随時おこな

施設見学や入居相

難所にもなります︒

災害時には地域の避

いただいております︒

運動や喫茶を楽しんで

され入居者様も一緒に

おり

日・土曜日に開催して

防の体操や喫茶を水曜

周辺住民の方の介護予

援センターと連携して

老人ホームさ
つきは︑平成
年１月に開
所しました︒
最大 名ま
でご入居して
いただくこと
が可能な施設
で︵要介護１
以 上 ︶︑ 入 居

時間介

士等がおこなっていま

の支援も看護師・介護

携をとりながら療養上

と伴に医療機関等と連

助サービスを提供する

入浴・排せつなどの介

りのお世話や︑食事・

掃除や洗濯など身の回

護スタッフが常駐し︑

できるように

らしていただくことが

者様がその人らしく暮

支部 ・ 班 ・ 組合員 ・ 事業所 みんなのとりくみ
す︒

室内での援助・買い物など
92

原水爆禁止世界大会・長崎

白川
︵理事︶
を感じた様子︒
﹁来年は広島や﹂など

小 学 校 ５ 年 生︑ ６ 年
生︑中学１年生の３人の
言い出し︑これで良かっ

血糖値を下げる

きます︒

胞が動いて走ることがで

えることができ︑筋肉細

ーに使って︑脳細胞が考

た︒

たかなと少しホッ とし

孫と参加︒退屈でゲーム
を始めた初日︒

⑱

２日目は被爆遺跡巡

診察室よもやま話

インスリンの話
血糖値を下げるホルモン
ブレーキは一つだけ
人類は数十万年進化の

げるホルモンです︒膵臓
がインスリンという
やかに計算や敏捷な行動

文介

は長さ約 ㌢㍍︑くさび
〝鍵〟を大量に作り出し
で獲物を狩り︑危険な状

高尾

型臓器で︑胃の裏側にあ
ます︒この〝鍵〟は︑血
態から逃げる必要があり

みい診療 所 所 長

ります︒膵臓の中に島の
液に流れている糖分が細
瞬時に上げるホルモンが

険料は年々引き上げら

民にとっても増税等の負

きな負担となります︒
国民にとっても︑食料
品や新聞以外に使う生活
費にかかる増税の方が大
きくなります︒私たちの
くらしを守るためには︑

800円

１月 日

17

過程で︑常に飢餓の状態

ようなランゲルハンス島
( 胞内に入れるように︑細
胞膜に穴を開けます︒
多数ありますが︑血糖値

伸夫

ます︒そのため血糖値を

が 散 在 し ︑ 島 の 中 のβ
これで糖分をエネルギ

消費税﹁軽減税率﹂
戸田

人税の減税等の補てんに

税理士
国民の多くが反対して

使われているのが実態で

軽減税率は大きな混乱を

す︒

％への

いる消費税の﹁
増税﹂が 月１日から強
行されようとしていま
す︒

今回の消費税の増税に
合わせて実施される﹁軽

れ︑年金等から強制的に

担が大きく︑混乱をまね

減税率﹂は︑国民の負担

天引きされていますし︑

く内容です︒

消費税はなんのため
に導入されたの

医療費等の負担は増やさ

目は飲食料品と新聞で

﹁軽減税率﹂の対象品
私達の生活からみて︑

す︒飲食料品とは︑酒類

れています︒
消費税が社会保障に使わ

を除く食品表示法に規定

１時間
11

り上がりました。感想を紹介します。

れているとは感じられま

消費税の廃止しかありま

06

大会が開催されること等が報告され、大きく盛
する食料品です︒但し︑

26 10
どなたでも参加ＯＫ！

30

日時：9月14日（土）
午後3 時〜6 時
場所：みどり診療所 駐車場

のご紹介
11

2019

20

19
大抽選会
もあるよ！

15 20

虹のまつり

り、条約発効に必要な50ヵ国の半分になったこ

せん︒消費税が導入され

せん︒

!!

「ホームさつき」
12 10

第11回けいはん医療生協

10

雨天決行

14

人、岡田主任（さつきデイ）が元気に参加しま

外食やケータリング︵仕

自分らしい生活を継続できる〝まち〟づくり

50

24

今年の世界大会には、白川理事とお孫さん３
た時から大企業向けの法

お互いさまの助け合い
26

27

!!

と、来年４月にニューヨークで原水爆禁止世界
10

白川さん、西澤くん

した。 核兵器禁止条約の批准国が 25ヵ国とな
10

岡田さん

〜９

ベ ー タ 細) 胞 が イ ン ス リ
ンを分泌します︒

No.36

26

／７

私たちの
行動
トビラを開けるのは

豆知識

平和祈念像の前で平和祈念式典
かわいい参加者とともに

８

核兵器のない世界へ
15

軽減って
ほんと？
健康・生活

（２）
２０１９年９月１日

けいはん医療生協ニュース
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