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診療所の若き男性職員が参加す
る予定です︒
年︑②核不拡散条

２０２０年の今年は①広島︑
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で測ると高くなる人や逆
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■今月からニュースの
タイトルを変更いた
しました︒また︑一
年を通しての全面カ
ラー化も検討してい
る最中です︒組合員
の皆様の感想・意見
等お寄せください︒
編集委員会

組合員数 12,598名

９／14虹のまつり
みどり診療所

ょう︒
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６／27イロハ学習会
つながりマップを
活かした地域づくり

に血圧が低くなる人もい
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出資金
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１／11新年お楽しみ会
手品の妙技
守口さつき南支部
２／２守口しゃべり場

排泄し︑血液の量を減ら

組合員現勢
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「100回記念歌う会」
35人集う
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30

80

25

支部 ・ 班 ・ 組合員 ・ 事業所 みんなのとりくみ
夢のふうせん

５／１
健診スタートアップ集会
スクェアステップ遊び
11／９ともろぎ支部
健康まつり＆収穫祭

５／29カラコロ体操
年に一度の体力測定
ホームさつき

この１年の取り組みを写真で振り返ります。笑顔をみてください。
11／29ゆうゆう・
たんぽぽ支部合同
健診学習会

１／26寝屋川しゃべり場
１／26門真しゃべり場

塞・腎臓病を遅らせ︑健
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75

２／７バレンタイン行動
守口東支部

「会議 たっぷり」
「資料 どっさり」

１／24ハイキング同好会
京都開運七寺社巡り
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