理理事の
つつぶぶややきき

⑧⑧

中秋の十五夜が過ぎ
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■法律相談︵要予約︶

のウイルスが排出され︑

員 ・ 利用者に感染を広

のいい日に友人・家族と
の散歩・日光浴へ積極的
に出て行って︑歩きなが
らの楽しい会話をしまし
ょう︒室外での太極拳・
体操もお勧めします︒ウ
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う進化し︑新型コロナウ

感染力を持ちます︒

０７２
（８８２）
５０４８
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健康は幸せへの
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地域サポートセンター

みどり診療所に集まった食品は︑社会

たので︑人口密度は急速

まり人間社会の進化がウ

いずれも９：00〜17：00

ます︒当法人も積極的に

提出は、下記の地域サポートセンターまで。

協議会を通じて︑生活困

て︑消防署に連絡した
ところ︑消防車や救急
車がきて︑大騒ぎに︒
鍵を開けて中を確認し
たところ︑留守で誰も
いない︑連絡ないし︑
﹁困ったね﹂と近所で
話し合っ ていました
が︑２日ほどして︑ご
本人が大きな荷物を抱
えて︑帰ってこられま
し た︒
﹁実は入院して
ましてん︒誰にも言う
人がいなくて﹂と︒本
人 に 事 情 を 話 す と︑
﹁迷惑かけてすみませ
ん︑だれにも言う人が

㉘

人間社会の歴史と
新型ウイルスの誕生

に増え︑ウイルスによる

イルスに進化の環境を作
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集団感染の発生を可能に

り︑様々な〝新型〟ウイ
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しました︒一方︑人間が

ルスの誕生を手助けした

みい診療 所 所 長

家畜を飼育するようにな

のです︒

開 催 日 時：11月16日（月）〜11月20日（金）
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

も結構です。また、読者の声もお寄せください。

福祉協議会を通して︑必要な方にお届け

できません。
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ー版となることもあり、組合員の方々の作品を大募集しま

窮者やこども食堂に届け

★生鮮食品、冷蔵が必要なもの、冷凍食品はお預かり

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

主催：けいはん医療生活協同組合 門真協議会
ご来院の際はマスクの着用をお願いしています
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85

します︒

※未開封で包装が破損していないもの。

長さんも気にしてい

※消費期限が２カ月以上あるもの。

診察室よもやま話

っぱなし︒自治会の班

米１合から（ビニール袋に入れてください）

ってから︑元々それぞれ
の動物集団に感染するウ

〈編集委員会〉
出資金 ４億63,115千円

ファックス
世帯数

12,618名
組合員数
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8,826世帯

話
電
2020年10月１日現在

門真市朝日町20番15号
〒571‑0061

組合員現勢

12月１日号と１月１日号は新年合併号となります。カラ

30

す。川柳、俳句、写真、手作り品等々、どんなジャンルで
29
15

20 27

品（カレーなど）
、お菓子、飲料、ベビーフードなど。
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80

作品、読者の声、大募集
14
15

11

締切12月２日
11

缶詰、インスタント麺、乾麺、カップ麺、レトルト食

30

組合員の

協同の 〝健康づくり〟
でつながりを大切に

向けて

昨年のまつりでの受付

問い合わせ先：072‑882‑1118 担当者：長川・平岡

自助・共助・公助
〜考〜

フードドライブに
はじめて取り組んだ昨年の「虹のまつり」
30
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20

11

??

新年合併号に

門真市城垣町２番33号
集 め る 場 所：みどり診療所

フードドライブ
実施のお知らせ
おうちで眠っている食品が
ございましたら、
お持ちください

（２）
２０２０年１１月１日

ずっと元気―けいはん
ん医療生協ニュース―
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