緊急事態宣言が出
て︑﹁お元気ですか？﹂
と組合員さんへ電話で

の声かけの提案を受け

電話での
﹁お元気ですか？運動﹂ひろがる

ています︒買い物にも
るかわからないです

収束宣言もいつにな

けや訪問行動は少々苦

は得意ですが︑電話か

しゃべりや井戸端会議

ろには声かけをするこ

すこと︑班のあるとこ

手紙を封筒に入れて渡

と元気ニュース﹂にお

結局︑５月の﹁ずっ

く て︑ ホ ッ と し ま し

し た︒〝 コ ロ ナ〟 で な

を受けることになりま

絡し︑後日︑介護認定

理事がケアマネに連

います︒家に閉じこも

問で話しかけを始めて

れるだろうと電話や訪

んがどう過ごしておら

い間会えない組合員さ

てしまいましたが︑長

で支部の活動も自粛し

新型コロナのおかげ

も外に出て歩くこと︑

ル予防のために少しで

運動不足状態︒フレイ

る﹂など︑多くの方が

にいる日が続いてい

ない︒何も考えずに家

楽しみやったのに行け

回の町会の体操が唯一

ら休んでいる﹂
﹁週 ２

す︒

日を心待ちにしていま

に楽しい行事ができる

束した時にはまた元気

︿さらに２支部の状況を

歳代後半︶

をつけて頑張りましょう﹂
と声かけ︒
Ｈ さ ん︵

た︒電話でお話をした組
組合員さんへの電話かけ行

一人暮らしや︑気になる
もらい︑なんとか世話をし

さんやヘルパーさんに来て

は︑夫が寝たきりで看護師
合員さんは︑﹁元気でウオ
動を報告します︒

ています︒コロナに感染し

ーキング︑散歩︑家で運

を５月末まで延長﹂の通

本部からの﹁活動中止
に︑﹁早く皆さんと顔を合

がとう﹂ の言葉ととも

話の最後に﹁お電話あり

っしゃいました︒でも電

ん健康維持に努めていら

個人でできることで皆さ

ような状況の中でも今︑

をされていました︒この

います︒﹁お互いに身体に気

と毎日︑連絡を取り合って

す︒かわりに電話で娘さん

ので会うのをやめていま

ルス感染は特に重症化する

炎を昨年患い︑コロナウイ

ていましたが︑娘さんが肺

ちょこちょこ訪問してくれ

は︑娘さんが元気な時には

で︑自由に動けないもどか

舎の墓参りに行けないの

ス感染問題や夫の世話で田

けています︒コロナウイル

を受けたので︑特に気をつ

奥さん自身︑昨年に手術

い等に気をつけています︒

たび︑消毒・手洗い・うが

護師さんなどが出入りする

ないように気を付けて︑看

知が届いて直ぐに︑﹁支部
わせておしゃべりや食事

歳代後半︶

活動の中止延長﹂の連絡
会︑班活動ができるよう

Ｕ さ ん︵

と一人暮らしの高齢者の
になってほしいね﹂と締

動をしています﹂とお話

方に﹁お元気ですか？お
めくくられていました︒

めしています︒
支部長

支部の抱負シリーズ②

田中

ている所でありま

久子

は平地での散歩などをお勧

きしたり︑運動不足の人に

楽しんでいる方の話をお聞

光を浴びながら庭の花木を

れないので︑気分転換に日

す︒また︑自由に出かけら

ス解消が必要だと感じま

時々の会話など︑ストレ

んでいます︒

しさと故郷への思いが膨ら

変わりありませんか？﹂
支部としても食事会や

創立 周年に向けて

て行きたいと︑思っ

す︒

︱︱門真東支部︱︱
けいはん医療生協

ているところです︒

支部長

思います︒

ですか﹂のお手紙を作成
しました︒運営委員が分
担して折り鶴を作成し︑
ちんと貼って︑ニュース
が創立 周年を迎え

訪問をやってきたことを

時に︑ずっと高齢組合員

５月１日号の仕分けの

門真中央支部

﹁一斉に声かけ
をしていこう﹂
と意思統一

ていく予定です︒

配達のときに手渡しをし

それを手紙一枚一枚にき

塚本久美子

できる時期を待ちたいと

と工夫を出し合い︑再開

われます︒みんなで知恵

イルではできない﹂と思

が︑
﹁以前のようなスタ

班活動を再開したいです

の電話をかけ始めまし

事務局でお聞きしました﹀

折り鶴を
﹁お元気ですか﹂
の手紙に貼って
土 台 に し て︑﹁ ５ 月 中 に
歳以上の方には声かけ
を一斉にしていこう﹂と

止められています︒理

集まって話をするのを

ナウイルスとの共存に

ンができるまで︑コロ

を支えて︑薬とワクチ

意思統一しています︒

事になって９年︑こん

っていきましょう︒

なるでしょうが︑頑張

医療生協は︑現場で

な年は初めてです︒

全組合員への﹁お元気

守口さつき西支部
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ました︒﹁やってみる﹂
という運営委員と︑班
がとう心強いです︒皆

のあるところには班長
にお願いし︑始めまし
さんも気をつけてくだ
さい﹂と話され︑こち

た︒
初日はドキドキしな
件かけて︑ 人

ら側が励まされまし
た︒

がらかけましたが︑電
話を受けた組合員さん

行けています︒困った
が︑焦らず組合員さん

と対話しました︒

ことはありません﹂と
と話していきたいと思

よ り︑
﹁元気に過ごし

いう返事に︑一安心し
います︒
久枝

けつけました︒このお

２人ですぐに自宅にか

悪いとの連絡︑理事と

さんから︑姉の体調が

支部長 江口

たところです︒
最後に﹁電話をあり

﹁電話かけは大事だ﹂
と痛感
ゆうゆう支部
手紙を見て連絡したと

﹁コロナ対
こ の 間︑
とを決めました︒運営
た︒

でました︒

策﹂での組合員への働
委 員 か ら︑
﹁この手紙
﹁電話かけは大事

ゆうゆう支部は︑お

きかけをどうするか話
をみて連絡来るといい
だ﹂ と痛感していま

のことでした︒

し 合 い ま し た︒
﹁電話
ね﹂とメールがありま

手︒

かけは一人ではできな
す︒
富子

お便り便﹂ を発行し

時号﹁お元気ですか︱

支部長 浜口

した︒
その後︑組合員の妹

い﹂
﹁はがきで声かけ
をする﹂などの意見が

電話より︑
会 いたいね
て︑お配りしました︒

っているので﹁電話は
お家でできる体操など

今は大変ですが︑収

うれしい︒でもやっぱ
お勧めしていますが︑

守口東支部

り会いたいね﹂と︑思
心配です︒健康教室や

則子

いはみんな同じです︒
班会もできない中で︑
組合員さんの
手作りマスク

支部長 西田

﹁デイサービスはコ
４月に支部ニュース臨

組合員活動でいえ
っしゃる医師・看護師

方たちに拍手とエール

くださっている職員の

最後に日々奮闘して

・介護に携わる方たち

を 送 り ま す︑
﹁ありが

困難な中︑働いていら

と︑組合員の協同の組

型ウイルスの出現に人類

今まで見たことのない新

世界を席巻しています︒

新型コロナウイルスが

皮細胞です︒ウイルスが

心・腎など臓器と血管上

は主に鼻粘膜︑肺・腸・

パク質を持っている細胞

ます︒このＡＣＥ２タン

口として︑細胞に侵入し

コロナウイルスと
血管炎・血栓症

㉔

ひび割れから血液の塊が

表面がひび割れし︑その

脈硬化が進むと動脈壁の

硬化でもみられます︒動

脂質異常などによる動脈

られ︑高血圧・糖尿病・

栓症と動脈血栓症に分け

した︒血栓症は︑静脈血

る急変死とわかってきま

の原因は動脈血栓症によ

多発していて︑その大半

だりする人が今日本でも

急死したり︑道端で死ん

漢市で報道された自宅で

る突然死です︒中国の武

るのは︑新型コロナによ

に見られる川崎病が増え

明できます︒最近子ども

られることも血栓症で説

血液酸素濃度の低下がみ

ていた肺炎像がないのに

もあります︒

症に陥り︑急死すること

にもなる︶など重度合併

︵発疹・壊死︑足の切断

必要︶・ 手足の循環不良

壊死・腎不全︵腎透析が

・脳梗塞・心筋梗塞・腸

態で︑結果として肺梗塞

管に血栓ができやすい状

起こし︑全身至る所の血

管内の上皮細胞に炎症を

ケアマネさんの紹介

の状態でしたので︑

に腰を痛め︑車いす

りは浅く︑３年程前

医療生協とのかかわ

私自身のけいはん

手をはばまれている

ナ騒ぎが始まり行く

っている所へ︑コロ

浅く大変だなーと思

れ︑これまた経験が

月に支部長に選ば

いる中で︑今年の３

員さんと︑行動して

そして地域の組合

ただき︑我々運営委

制度を活用させてい

の﹁あいちゃん﹂の

ふれ合い︑支えあい

だいて︑
また出あい︑

ば﹂を開放していた

所として﹁虹のひろ

合員のための活動場

いはん医療生協は組

幸いなことに︑け

る事に︑実は大変に

でみどりデイサービ

状況です︒

驚いています︒

スに通所致しまし

は︑創立

部﹂へと︑一歩一歩

員と理事の方々が力
日︑ドアからドア迄

目の折り︑門真東支

進んで行きたいと思

そこで思いますの
と送迎していただ

部も脈々と運営を続

っております︒

た︒それから週に３

き︑入浴︑食事・リ

けております︒決し

を合わせ﹁頼れる支

ハビリとあたたかい

て楽な状況ではあり

周年の節

スタッフの皆様方の

ません︒

域の門真東支部に参

した︒そこで私の地

で日常生活に戻りま

と思い心を引き締め

き継いでいかねば︑

年から 周年へと引

しかしながら 周

がんばりましょう︒

ーガンにもとづいて

様方には︑お体に気

そして組合員の皆
支援を受けて約１年

加し︑今迄の感謝と

て活動しようと考え
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問い合わせはサポー
く若年者にも発症する②
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門真市朝日町

しょう︒

れば勝算が見えてくるで

真正面に戦えるようにな

かりと捉え︑ウイルスと

つ解き︑その正体をしっ

ウイルスの謎を一つひと

す︒これから新型コロナ

療が重要な課題になりま

炎及び血栓症の予防︑治

る重症があるので︑血管

ことが多い④血栓症によ

れが少なく急に発症する

全身の臓器に及ぶ③前ぶ

コロナウイルス血管炎

安全と思います︒

より﹁宿泊療法﹂のほう

平瀬 初枝

とうございます！﹂
︒

が戸惑い︑大量の死者が

呼吸・手指を経由して鼻

生 じ て︑ 血 管 を 詰 ま ら

ていることもコロナウイ

理事

織です︒今こそ力を合

出ています︒新型コロナ

粘膜細胞に付着し︑繁殖

し︑臓器の壊死を引き起

ルス感染症による血管炎

いま暫くワクチン・治
療薬ができて︑ウイルス
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ロナの感染が不安やか
まで頑張れば﹂と望み

３月からずっと重い
ば︑この時期︑
各支部で
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気持ちのまま過ごして
総会を開いて１年間の
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をかけていたのが︑ま
た延長されてしまいま

います︒４月に入って
方針を決めたり︑総代

した︒

﹁緊急事態宣言﹂が出
会に向けてみんなで話

理理事の
つつぶぶややきき

され︑今まで当たり前
し合ったりするのに︑

ウイルスの出現から約半

してから肺に落ちて︑肺

こします︒動脈硬化によ

と推測され︑家庭内感染

わせて︑職員の方たち

年がたっている現在︑新

炎を引き起します︒

る血栓症は一か所の動脈

による子どもの感染が危
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ともろぎ支部

を克服できるまで冷静に

2020年５月１日現在

﹁ステイホーム﹂で︑
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にとどまりますが︑新型
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