新年のご挨拶

生協きたはま診療所
所長 聞間 元
昨 年は五月に小 野 先 生をお
迎えしたこともあり、
これまで
になく 多 くの皆 様に診 療 所 を
ご利用いただきました。本年は
診 療 所 創 立二十 周 年の年にな
ります。組合員の皆様のご協力
があってこそ迎えられた二十周
年だと思います。

しかし、
わが国の医 療は今 、
必 ずしも 良い状 況ではあ り ま
せん。どう してこんなに高いの
かと開発した研究者自身が首
をかしげるような高 額な薬 剤
が次々と登場し、
一方でワクチン
の供 給 不 足が相 変わらず 続い
ています。多くの製薬会社は高
い薬価のおかげでこれまでにな
い利 益 を 上 げているよ うで す
が、
医療機関の診療報酬はスズ
メの涙程度しか上がりません。
このために医 療 従 事 者の処 遇
改 善が思 うようにでき ない実
情です。
何よりも 患 者さんの負 担が
増 えつつあり心 配です 。今の安
倍 政 権は、企 業 負 担の軽 減 を
求める財 界 人たちの圧 力に応
えよう と法 人 税のさらなる引
き 下 げ を 図る一方で、
これまで
七十五歳になれば原 則一割だっ
た窓口負 担 を、
二〇一九年 度以
降 新たに七十五歳になる人か
らは二割のま ま 延 長 する法 律
をつくろうとしています 。国 民
健康保険料など各種の保険料
も 高 くなってき ましたが、
こう
した背 景には保 険で給 付され
る日 本の薬 価 が 外 国に比べて
数倍高く設定されており、
これ
が保険医療費を食いつぶしてい
ることに大 き な 原 因 が あるの
です。
私たちは経済的理由で医療
を 受 けられない人々が 増 えて
くることを 心 配 し ま す 。介 護
保 険 制 度ではすでに経 済 的 負
担が大きいという理由から、必
要 なサービスを 受 け られない
方々が増えてきているようです。
安 心 して医 療 を 受 け られ、
安 心 して介 護サービスを 利 用
できる国にしたい、そ ういう 願
（2018年1月1日現在）

いが多 くの国 民の声になれば、
政 治 を 動かすことができるは
ずだと思いますが、
世の中そう
は甘くないようです。
皆 様にとっても 医 療 生 協に
とっても今年が良い年となりま
すように力を合わせましょう。

新年を迎えて

医師 小野 貴子
師走、
訪問先でどんな年にな
るといいか尋ねました。
「美味しく食べれるようになり
たい。」と患者さん。別家族から
は「毎朝、
息してるか確認。」
健康で少しでもいいことがあ
るといいな、
と。今年もよろしく
お願いします。

医師 河内 正男
東 京 、月 島で二十 九 年 間 開
業 医を勤め、
一昨 年七月に引 退
し、
妻の故郷浜松へ移ってまいり
ました。
一週間を勤務二日、
ゴルフ二日、
庭や畑の手入れ二日で過ごすの
が目標です。
皆 様のご協 力で今 年 もがん
ばりたいと思っています。

Ｓさん

ひまわり畑…頭の体操クロスワード楽しみにしております。今回初めて応募しました。根堅

あけまして
おめでとうございます
健康づくり・助けあい
医療生協のネットワークを
地域のすみずみに

浜北医療生協は組合員四人
のうち三人が六十歳以上、四
人のう ち一人が八十歳以上で
す（私もその仲間です）
。
人生百年の時代です。組合
員みんなが百歳まで元気に歩
けて、明るく生活できる理想
を一緒に追求しましょう。

渥美 邦夫
理事長

〒434-0034 浜松市浜北区高畑18
ＴＥＬ（0 5 3）5 8 5-5 7 1 5
ＦＡＸ（0 5 3）5 8 4-1 5 5 1
http://www.mcp-hamakita.jp/

浜北医療生協のようす

加入のお問い合わせは上記石田までお願いします。
出資金：増資の振込は下記へお願いします
振込先：浜松信用金庫浜北支店 No.177859
浜北医療生活協同組合 渥美邦夫

4,537 世帯
175,340 千円
25 班
組合員
出資金
班のかず
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浜北医療生活協同組合

新春座談会

清水 医療生協は組合員さん
中心にやっているところだと
思う。何かやろうとすると動
きがとても速い。送迎などの
ボランティアも要求がだされ
るとすぐボランティア体制が
でき、すごいと思います。そ
れに対して職員が業務に追わ
れてついていけない面もある
と思います。それから、経営
の問題と、組合員さんの要求
との調整で悩むこともありま
す。
加藤 利用者、患者本位とい
うことが言われましたがその
点についてはどうですか。
清水 本当に患者本位だと思
います。
小栗 私も同感です。特に医
療と介護の連携がとてもよく
できていると思います。利用
者さんにも自信をもってすす
めることができる。経済的に
困難な患者さんも医療、介護
一丸になって支えている。
組合員さんがたくさん支えて
いることが一番すばらしい

石田 新しい職員が「ボラン
ティアさんがこんなに協力し
ているのがすごい。いろんな
組合員さんが入れ替わり立ち
代わり協力する。人を覚える
のが大変なぐらい。一般の会
社では考えられない。」と
言っていましたが、こんな環
境の中で働いてきた十五年
だったのだなあと。組合員さ
んの職員への思いをひしひし
と感じます。

ということも感じています。
新しい利用者さんのところに
行って、組合員さんとのつな
がりがあって信頼して利用し
てくれることが分かり、素晴
らしいなと思った。組合員さ
んの支援にこたえるために、
職員として何ができるかこれ
からも考えていきたいです。
西山 組合員さんがたくさん
石田 送迎の職員とボラン
支えていることが一番すばら
ティアが朝のお迎えに行くの
しいこと。ショートにきても
にすれ違うと、職員とボラン
ボランティアさんに接し、組
ティアがすごく楽しそうに話
合員さんに支えてもらってい
しているの。
ることがよくわかる。組合員
野崎 そうですね。
さんの顔が見えることがいい。 加藤 職員、利用者、組合員
利用者さんも組合員さんとの
との距離が近い。なんでも言
つながりが強く、この利用者
いたいことが言えるというア
さんはこの組合員さんとつな
ンケート結果がありました。
がっているということがわか
聞間 医者にものをいうのは
る。この地域で支えあってい
言いにくいと思うが、窓口や
ることがいいなと思う。基本
職員の雰囲気がいいのでは。
的には民主的な組織で、だれ
ここは安心してモノが言える
でもモノが言える。話せば誠
という雰囲気があるんですね。
実に答えてくれるという環境
野崎 アットホームな感じと
がいい。
言われます。
西山 普通の病院だと専門的
なことばかり追求してしまい
弊害が出ることもある。ここ
では利用者さん以外に、組合
員さんのように一般の方が出
入りすることにより職員が
「普通」の感覚を保っていら
れるのではと感じている。専
門性と一般の感覚のバランス
をとることが大事。
清水 きたはま診療所は今ま
で自分がかかっていた病院と
は違う。診察を受けて会計を
して帰るだけではないんです。
野崎 組合員さんの力ってす
ごいということを最近特に感
じます。逆に、日々の業務で
精いっぱいで、組合員さんの
思いを受け止め切れていない

ここでは病気のことだけでな
く自分の家のことや家族のこ
とまで話題になる。
聞間 それと、他の診療機関
が対応できない「すき間」を
できるだけ埋めることができ
ると考えています。在宅医療、
無料低額診療、職業病、被爆
者医療など。
小栗 市内ではチームとして

一緒に働いてくれる看護師が

いないということで往診する医

院が少ないんですが、医療生協

ではドクターと看護師がチーム

で、連携が取れて往診ができて

いるのがいいと思う。他院では

緊急は対応しないところが多い

し、死亡確認程度というところ

が多いんですね。ドクターと看

護師で病気も家族もひっくるめ

てみるという往診の魅力も大き

いと思います。

清水 あおぞら（訪問看護）
もあるからね。

ボランティアによるレクレー

ションの充実もすごい

加藤 ほかの分野ではどうで
すか？
小栗 ボランティアのレク

Ｉさん

ひまわり畑…ひまわりが届くたびに浜北に住んでいた事がなつかしく思い出されます。みなさん、お変わりありませんか？中区

石田 直世

本部総務課長

ショートステイ所長 西山 俊太郎

浜北医療生協の
魅力を語る
ては考えなくていいと。他県
の先輩医師からは「医療生協
は楽だよ。医者の仕事だけ
やっていればいいから」と言
われ、それが一番の魅力だと
考えていました。ただ、役員
になるとそういうわけにはい
かない面もありますが。本来
の医療生協の持っている魅力
は（医師など専門職は）医療
や介護に専念できること。組
織された組合員の利用によっ
て、利益中心でない、患者本
位の無理のない安定した経営
が可能になることだと思いま
す。ここにきて二十年になり
ます。組合員、患者にとって
何が大切かと思ってやってき
ました。地域の人々との関わ
りで、広い視野で医療活動を
見ることができます。

加藤 次は清水さん、お願い
します。

小栗 恵以

ケアマネージャー

浜北医療生協は今年二十一
年目、診療所を開設して二十
周年になります。地域に根を
はった医療と介護事業を、組
合員と職員が協同して築いて
きました。医療生協のよさを
さらに地域に発信するための
「魅力再発見」や、厳しさを
増す医療福祉の分野での今後
の展望などを医師、介護士、
ケアマネージャー、事務など
職員の立場からお話していた
だきました。
加藤 みなさん、忙しい中お
集まりいただき、ありがとう
ございます。今日は、みなさ
んが思っている医療生協の魅
力、今後に期待したい事、こ
れからのことの三点について
話し合っていただきたいと思
います。
初めに、自分が思う医療生
協の魅力についてお話しくだ
さい。まず、先生からお話い
ただけますか？

組合員さん、患者に
とって何が大切か
聞間 医者の仕事は本来医療
に専念していればいいと思っ
ていました。経営などについ

生協きたはま診療所所長 聞間 元
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レーションの充実も、こんな
ところは少ないですね。特に
ショートのレクは他にはない
魅力。デイサービスとの連携
もすばらしい。
野崎 他を利用している方が
ここのショートを見たいと見
学に来ましたよ。
聞間 ショートは経営の問題
があって十分な人の配置がで
きない体制に置かれています
が、それを埋め合わせるため
のボランティアの力が医療生
協にはあるんだよね。
加藤 保育や送迎のボラン
ティアもがんばっているし、
送迎もどんな場合でも引き受
けています。
小栗 一日何人ぐらい利用し
てるの？
清水 三、四組。遠くまでお
迎えに行きますよ。すぐ次の
日でも受けてくれる。
保育も一時預かりでなく、
病児保育などもできるといい

なことも含め、自分では負担で
職場にしたいので、保育も一時

石田 保育所ってすぐ作れる
んですか？
野崎 ある施設では保育士免
許保持者が担当ですが、保育
する子どもがいないときは介
護職など他の部所に入ってい
ることもあると聞きました。

胃カメラなどの
要求も多い
加藤 組合員の半分が七十歳
以上。若い世代への継承は生
協全体の課題です。一番大き

西山 ショートの見守り、送
迎などすぐボランティアの体
制ができるのはすごいけど、
負担になってないかなと。
清水 ボランティアさんが大
丈夫かなと思う。
野崎 ボランティアでどこま
ですませてしまっていいの
か？職員として、やってくれ
るからいいではないと思う。
いつまでやってもらえるのか

な課題ですね。では、診療科
視野にもっと完備していく方向
聞間 若手職員の獲得に成功
も心配。
小栗 ケアプランは医療と介
するかどうかで医療生協の事
目の課題は？胃カメラなどの
護の連携が強み、武器なので
へ。保育体制があるところには
小栗 ボランティアは生きが
応募がある。若い人が働くには
業所の存続が決まると思いま
要求も多いのですが。
地域に根差したケアプランセ
いを感じてやっているのでは？
それが必要です。
すね。医師対策と並んで、理
聞間 方針としてやらないと
清水 大変そうにみえること
ンターを目指しています。
事会が取り組む最重要課題の
しているわけではないんだけ
もあるよ。
石田 本部は全事業所の情報
一つだと思います。
ど、消化器の専門医、内視鏡
加藤 ボランティアは生きが
を共有し、運営を支えること。
加藤 一番遅れている部分だ
専門医の確保がないと難しい。 いを含めてやっていると思う。 ボランティアさんの元気に負
そもそもボランティアは、そ
と思いますね。職員ひとりひ
現状では消化器の専門医が
けないようにしたいです。
とりが今後どのような役割を
減っているんですね。採算の
れがないと仕事が回らないと
西山 新しい職員が定着し、
担っていくのか、そのために
いうものではない。職員もボ
こともあるし。探せば協力し
安定的に働けるようにしたい。
どういう力をつけていくのか、 てくれる医者はいるとは思い
ランティアがやるからいいと
利用者さんに質の高いケアを
今後の計画の中で力を入れな
いう話ではない。
ます。今は早期がんの発見が
提供したいと考えています。
西山 ボランティアの手を広
くてはと思います。
中心で、早期がんを見つける
野崎 にじの家十周年。施設
加藤 経営のことを考えずに、 清水 保育所がほしいです。
げすぎてはいないですか？
も痛んできました。職員の笑
にもカメラ。全体としては胃
もっぱら専門職員として働く
加藤 ボランティアの担い手
保育所があれば働けるという
顔と元気で利用者に寄り添い
のバリウムより、カメラの流
ということですか？
はもっとつくらないと、と考
人が多いんです。三十代の人
ます。利用者は目指せ百歳！
れです。肺がんもレントゲン
えています。地域のなかに広げ、 百歳目指して元気に過ごして
野崎 経営的に考えられる人
で求人に応募して来た人が
よりＣＴの傾向になっていま
一人ひとりのボランティアの負
がいてくれるといいなと思う。 言ってました。
いけるように支えたいと思い
す。一方、カメラの怖さもあ
所長の仕事は大変です。
担を減らし、ボランティアの人
ます。
る。見落としという問題があ
聞間 野崎さんが所長として
数を増やしたいです。
聞間 認知症への対応は医療
ります。その点でも現在は専
大変というのはよくわかる。先
だけでは困難。介護や福祉と
門医を紹介してカメラを実施
進的な外国のように、マネジ
の共同作業になるので生協の
してもらっているので安心で
メントをする専門職が必要です
得意分野になる可能性が高い。
す。今後条件があえば、カメ
ね。介護で現場の職員にマネジ
職種を超えた認知症対応プロ
ラの先生にきてもらうことも
メントもやらせるのは無理があ
ジェクトチームを結成してが
必要になるかもしれない。
る。専門的な経営知識がある人
んばってみたらどうかと思っ
ボランティアの体制が
ています。
すぐできるのはすごいけど、
加藤 医療生協の魅力や、今
負担になってない？
後の展望をいろいろお話して
いただきました。どうもあり
がとうございました。今年一
職種を超えて認知症対応を
年、どうぞよろしくお願いし
ます。
石田 職員も若い世代に、と
いうことを感じている。今は
医療生協で働く事務職員を育
成するプログラムがなく、目
の前の仕事に追われてここま
できました。事務の幹部を育
てていく体制がほしい。専務
も含めて課題だと思う。安心
して六十歳を迎えたい。

デイサービスにじの家 所長 野崎 みのり

加藤 今後への期待について
が必要だと思います。
事前に行ったアンケートでは、 野崎 お願いします。（笑）
診療科目や施設などについて、
若手職員の獲得に
職員体制、経営基盤について、
成功するかが課題
組合員や職員の若返りの課題
などが出されていますが、自
分が一番期待したい課題につ
いて話してください。
野崎 所長として担ってくれ

す。若い職員が安定して働ける

る人を探してほしい。経営的

預かりでなく、病児保育なども

加藤 恒一

加藤 今年の抱負について話
してください。
清水 診療所は職員の健康を
大事に、みんな倒れないよう
に。それからトイレを使いや
すいようにしたいですね。利
用者さんの立場に立って。

専務理事

清水 信子

事務長
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Ｋさん

ひまわり畑…料理、早速どちらも作りました。本当に簡単な一品で身近な材料で作れるこんな料理がいいですね。新原

村松 久子

河口湖では も｢みじ祭 が｣開
催されおり も｢みじの回廊 散｣
策と買い物を楽しみました。
富士山と紅葉を満喫できた一
日でした。
今後も組合員が楽しく交流
できる活動を取り組んでいき
ます。

笠井支部

宿場めぐりで秋を満喫

笠井支部第三回目のバスハ
イクは、十一月十二日（日）
藤枝市岡部町、岡部宿の大旅
籠「柏屋」と、お昼は、焼津
小川港河岸食堂で食事、午後
は、大きな千手観音のある、
焼津「大覚寺」参拝、その
後、島田市島田宿の「島田博
物館と川越遺跡」見学という
コースで行ってきました。
マイクロバスで、運転手含
め二十二名の参加でした。行
きの車内では、医療生協につ
いての説明、昼は新鮮な魚介
類に舌つづみ、帰りには、み
んなで歌を歌ったりして交流
し、楽しい一日を過ごす事が
できました。行いが良かった
せいか天候も良く、寒くなく
穏やかな日で、のんびりと宿
場町めぐりを楽しみ、秋を満

杉原千畝を訪ねて

喫する事ができました。
今回の参加者の中から二名
の方が、組合員になってくだ
さり、今後も、地域との結び
つきを大切にしていきたいと
思っています。
支部長 須山 恒夫

北部支部

北部支部のバスハイクは、
十一月二十三日、杉原千畝記
念館（岐阜県八百津町）と犬
山城でした。参加者は、大人
三十一人子ども五人幼児二人
の総勢三十八人でした。
杉原千畝の勇気に感心し、
犬山城の急で狭い階段をほと
んど全員昇り降りしました。

バスの中は大歓声

一番楽しかったのは、往復
の車中での、子供たちのなぞ
なぞとクイズでした。後期高
齢者も一緒になって考え、答
えたり、降参したりと大笑い
で過ごしました。
十一月十一日は、中瀬協働
センターまつりで、「健康
チェック」を行いました。
五十四名もの方がチェックに
来てくださり、大忙しでし
た。センターまつりの行事の
一つとして定着しました。
支部長 加藤 杜紀子

浜名支部

十一月十五日（水）に浜名
支部恒例のバスハイクが行わ
れ、紅葉の名所である香嵐渓
に行ってきました。
天候にも恵まれ、参加者は
うきうきとバスに乗り込みま
した。
すぐに「香嵐渓・到着時間
当てクイズ」が行われ、到着
時間に近い時間を記入した人
は景品ゲット。
帰りは散策した香嵐渓の余
韻を感じながら川柳アワーで
景品を競い合い、ビンゴゲー
ムでさらに興奮しているうち
に帰ってきました。

つきたては美味しいね

榊原 桂代子

たくさん景品ゲットできた
方は持ちきれなくてしょって
帰りました。
身も心も温かくなったバス
ハイクでした。初めての参加
者も次回も是非参加したいと
好評でした。

北浜南支部

師走の九日（土）十時三十
分から十二時三十分まで、寺
島の公会堂で餅つき大会をバ
ザーと一緒にとりくみまし
た。北浜南部協働センター祭
と重なりましたが、子どもか
ら年輩の方まで多くの参加が
あり、無事終えることができ
ました。今回は「甘酒もあ
り、温かくなるね」と好評で
した。

花井 裕子

Ｈさん

ひまわり畑…急に寒くなり、早速ストーブを出しました。健康に気をつけ、散歩も毎日続けたいと思っています。善地

りんご狩りと秘境駅めぐり

山中湖へバスハイク

際の建物を全国から集めた施
設です。村の一番の花形とい
われる帝国ホテルでは、マリ
リンモンローも座ったかもし
れない椅子に座って悦に入っ
ている方もおられました。
犬山城のふもとにある有楽
苑は信長の弟の有楽斎が作っ
た茶室（国宝）のある庭園で
す。小堀遠州の作った庭が紅
葉に彩られ至福のひと時を味
わいました。
寄せ集め俳句 迷作 ケッ作
〇 明治村 カレーパンを買う もみじかな
〇 有楽苑 秋空にまう もみじ色
〇 枯れもみじ 国宝茶室 いと楽し

伎倍支部

山中湖では水陸両用に乗車
し、湖上から雪化粧した富士
山を眺め、その後、文学の森
公園で三島由紀夫文学館を訪
れました。

水陸両用KABAバスと

麁玉支部
麁玉支部のバス旅行は十一
月二十六日に飯田線に乗って
秘境駅を巡り、天竜峡を散策
後、りんご狩りと贅沢な内
容でした。例年より少ない
二十一人の参加でしたが、天
候には恵まれ、遠くには雪に
覆われた南アルプスと終盤の
紅葉も眺められ、思いのほか
楽しむことができました。
りんごは『艶のあるものが
甘い』との説明を受け、たわ
わに実ったりんごを物色。し
かし、目移りしてどれを取ろ
うかと思案顔。お店の人に
「最後はどうするのですか」
と尋ねると「りんご狩りは今
週が最後、あとはすべて採り
ます。」とのこと。
残念だったのは、秘境駅で
の停車時間が少なく、ホーム
での記念撮影はなりませんで
した。
鈴木 守一

明治村と国宝の茶室へ

支部長

東部支部

素晴らしい秋晴れの下、紅
葉映える明治村と有楽苑に東
部支部二十八人で行ってきま
した。明治村は明治時代の実

大覚寺（焼津）を参拝しました
国宝犬山城と一緒に

紅葉も見頃でした

「甘酒も、みそ汁もいいね」

帝国ホテルの前で
裾野までくっきりと
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54人もチェックを受けました

北浜支部
今年も元気に

昨年は高畑公民館での健康
チェックにたくさんの人が参
加してくれました。今年は他
の場所でもできるといいな。
ひまわりの会のみなさんは
ますます元気です。集まって
おしゃべりが一番の楽しみ。
今年も笑顔で会いましょう。

さんの話とスムーズに人が流
れて行きました。

今回はセンター利用者の方
も受けられました。また、事
前に行われた「協働センター
まつり」にチラシをまいた
事、施設の周りの住宅にポス
トイン、十一月ひまわりに折
り込みと、社協関係にと様々
な方法で宣伝を行いました。
参加者は男性二十七％、女
性七十三％、平均年齢七十四
才。最高齢者八十八才、最年
少は四十九才でした。
支部長 近藤 裕夫

ヘルパーステーション
昨年は新職員を迎えること
ができましたが、人数は変わ
らず五人で職員不足です。利
用者では毎日ケアした人の何
人かが終了したり、増えたり
減ったりと、いろいろありま
した。限られた職員数で利用
者の希望時間に対応すること
ができず、新規につなげられ
ないケースもありました。利
用者一人ひとりに寄り添った
ケアをモットーに、職員一人
ひとりもより技術面・精神面
でも成長し今年一年頑張って
いきたいです。職員確保も重
要な課題です。
所長 伊藤 千佳

デイサービスきたはまの郷

日時： 2018年1月21日
（日）
13：30～15：30
場所： 浜名協働センター 1階 製作室

３・１ビキニデーに
参加しましょう

静岡民医連学術運動

交流集会が開催されました

理事会より （主な審議内容）

十月二十八日第６回

・十月度の日程、支部運営委
員会、各専門委員会、の報
告を受け承認しました。
・九月度の経営状況について
報告を受け質疑及び討議し
ました。
・ 年末年始の事業所の営業日に
ついて審議し承認しました。
・労働組合からの秋季要求に
ついて審議し承認しました。
・生協強化月間の活動につい
て討議しました。
・上半期の総括と下半期の課
題について提案を受け継続
審議としました。

十一月二十五日第７回

Ｏさん

ひまわり畑…核兵器廃絶国際署名に署名します。原発再稼動に反対します。高畑

（チャレンジあんな事、こんな事）

今年もマイクロバスで参加
します。ぜひ一緒に参加し、
核廃絶の願いを大きな輪にし
ましょう。

お気軽に
さい
ご相談くだ

・十一月度の日程、支部運営
委員会、各専門委員会の報
告を受け承認しました。
・十月度の経営状況について
報告を受け質疑及び討議し
ました。
・職員の退職等の人事につい
て承認しました。
・職員の育児介護休暇等に関
する規定の改正提案があり
承認しました。
・ 診療所の医療機器購入に関す
る提案があり承認しました。
・生協強化月間の取り組み状
況の報告及び審議を行いま
した。
・下期課題について提案があ
り審議しました。

※午後1時30分～午後4時30分
※事前にご予約ください
問い合わせ先 053-585-5715

「健康づくりの輪を拡げよう」

日 時 二〇一八年三月一日
集合出発 午前８時
生協きたはま診療所
参加費 ５００円

阿部弁護士

交流集会のお知らせ

昼食は焼津の金寿司（実費）

2月21日（水）

訪問看護ステーション
あおぞら

浜北医療生協の二十一年目
には遠く及びませんが、平成
三十年五月をもってデイサー
ビスきたはまの郷は三年目を
迎えます。
私ども、きたはまの郷職員
は各職種が一丸となり、それ
ぞれの得意分野を生かして今
までの二年を駆け抜けてきま
した。
今年度はさらに利用者様の
満足度を上げ「笑顔あふれ
る」「また来たくなる」デイ
サービスを追及していきたい
と思います。
介護福祉士 倉成 誠

富樫弁護士

健康づくりチャレンジ

参加希望は本部石田まで
話 ５８５―５７１５
電

十一月十九日（日）
に行われた
交 流 集 会に職 員 名 が 参 加 し
ま し た 。年に一回 、静 岡 県 民 医
連で 働 く 職 員 が 日 ご ろの医 療
や 介 護 活 動の成 果 を 発 表 し 交
流 する会です。今 回は全 演 題
の発 表 があり、浜 北 からはヘル
パーステーションが「（ヘルパー
ステーション）設 立 か ら 今 日 ま
での利 用 者 経 過 を 振 り 返って」
と 題 し、発 表 しました 。業 務 が
大変な中、準備から当日の発表
まで職員が協力してできたこと
で、よ りよい職 場 づくりにつな
がったと思います。
この交 流 集 会 に 今 後 と も 当
生 協の他 事 業 所 か ら 発 表 や 参
加をしていけたらと思います。
生協本部 石田 直世

1月17日（水）

健康チェックに 人

明けましておめでとうござ
います。昨年中は大変お世話
になりました。
当事業所は看護師八名、理
学療法士一名のスタッフで、
訪問看護、訪問リハビリテー
ションでご自宅に伺っていま
す。
今年も主治医の先生やケア
マネージャー、他事業所と連
携を取りながら、笑顔で明る
く、元気に訪問させていただ
きたいと思います。
スタッフ一同

2018年

積志・中郡支部

十一月二十五日午前中、積
志協働センターにて今年も健
康チェックを行いました。
今年は積志地域社協が協賛
し、一階フロアーにて実施し
ました。
受けた方は五十二名と今ま
でになく沢山の方が受けられ
ました。私たちスタッフも職
員、社協関係者、運営委員、
組合員総勢二十三名で手分け
し午前九時半より十一時半ま
で休みなく受付、血圧、体組
成計、骨密度、最後に看護師

無料法律相談

お茶を飲みながら、お菓子
をつまんで、気軽に楽しく
チャレンジでの経験を話
し合いましょう。

28

52

みんな
楽しく で
お話
してね し

18
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大勢のスタッフでスムーズにできました

～寒い日にあったかい
グラタンはいかがですか～
胡椒で味を調える。ほうれん草、
かぼちゃ、マカロニを加え全体に
混ぜ合わせる。
⑧耐熱容器に⑦を入れ、ピザ用チー
ズとパン粉をのせ、オーブントー
スターで焼き色がつくまで焼く。
彩りにパセリを散らして完成。

リーの材料を入れ、鍋のふちがふ
つふつするくらいまで加熱する。
⑤④に粉ゼラチン３ｇを振り入れ、
完全に溶かす。
⑥鍋の底に氷水を当てながら、とろ
みが出るまでゴムベラで混ぜる。
⑦固まったコーヒーゼリーの上に、
ミルクゼリーをのせて、冷蔵庫で
冷やし固める。

梓

⑧お好みでホイップクリームを
絞 っ て 完 成。 チ ョ コ レ ー ト や ミ
ントを飾ってもいいですよ。
井口

出題者 利根川 貞夫

ひまわり畑

〈たてのカギ〉

①ケアマネージャーに○○○○○○○をする
②息子の○○○○を父親は評価した
③まだ決まってないこと
④○○○人。○○○欲が旺盛
⑤仏教の開祖
⑧役所ではこの日が最後、御用○○○
⑨医療生協の介護施設
⑬芭蕉の生地
⑭正月の門飾り
⑮公家は何と読む？
⑱敵に襲われると悪臭を放って逃げる。
○○○の最後っ屁

たくさんのご応募
ありがとうございました。

⇔の記号は、東⇔西、上⇔下
など、相対する言葉を表します

ツキヨノタンボ

☆答えと一言メッセージを送って
ください。抽 選で５名の方に
図書カードを送らせていただ
きます。

F

☆ かぼちゃとほうれん草と
ベーコンのグラタン☆
材 料（３～４人分）
かぼちゃ ･･････････
１３０ｇ
ベーコン ･･････････････ｇ
ほうれん草 ････････
１／２束
玉ねぎ ････････････
１／２個
しめじ ････････････
１／２株
マカロニ ･･････････
１２０ｇ
牛乳 ･･････････････
５００
有塩バター ･･････ｇ＋ ｇ
小麦粉 ････････････
大さじ４
コンソメキューブ ･･････
１個
塩 ････････････
小さじ１／４
胡椒 ･･････････････････
適量
ピザ用チーズ ････
好きなだけ
パン粉・パセリ ････････
適量

医療なんでも電話（無料）相談

埋めＡ～Hのことばを
書いてください。

11月号の答え

浜松市浜北区高畑

Ｅさん

ひまわり畑…イラストをもっとたくさん隅々に使ってくれると華やかになると思う。新原

下準備
＊かぼちゃは小さめの一口大に切
る。耐熱皿に入れ、大さじ１の水
をふりかけ、レンジで柔らかくな
るまで加熱する。

⑰

＊ ベーコンは厚めの短冊切りにする。

～抽出したコーヒーで作る
本格派コーヒーゼリーをどうぞ～

Ａさん

クロスワードのハガキから
・娘がダイエットで健康診断を
していただきました。小野貴
子先生は初めてでしたが、と
ても親切に対応してください
ました。娘が、全国のお医者
さんが全部あんなふう、あん
な感じならいいのに、と言っ
ていました。ありがとうござ
いました。元気に合宿中です。
新原 Ｉさん
・「 共 同 共 生 」 の 風 船 の 話 題。
びっくり仰天！すばらしいで
す。その昔、積志村にも武生
小学校から風船が飛んできま
した。以来何十年も積志小と
武生東小の交流が続いていま
す。日本の空、平和でこその
交流です。
東区 Ｎさん
・ドクター・キキマの医療学毎
回必ず見ています。今回の睡
眠の記事、大変参考になりま
した。年齢と共に睡眠時間も
若い時とは違い、やはり何事
も年相応を考え、それなりの
生活をすることが大切だと思
いました。
善地

⑳

⑲

⑱

B

⑯

⑮

D

⑭

A

㉑

＊ほうれん草は茹でて、３㎝程の長
さに切る。

☆コーヒーゼリー☆

②熱いうちにグラニュー糖 ｇを
入 れ 溶 か す。 さ ら に 粉 ゼ ラ チ ン
７ｇを振り入れ、完全に溶かす。

⑩

＊玉ねぎは薄切りにする。

＊しめじは房を細かく分ける。
材 料（カップ４～５杯分）
＊ マカロニは表示時間通りに茹でる。 （コーヒーゼリー）
お湯 ･･･････････
８００ 程度
作り方
挽いたコーヒー ･････････ ｇ
グラニュー糖 ････････････ ｇ
①フライパンにバター ｇを入れ、
７ｇ
粉ゼラチン ･････････････
玉ねぎとベーコンを炒める。（中
（ミルクゼリー）
火）
牛乳 ･･････････････
１８０
グラニュー糖 ････････････ ｇ
粉ゼラチン ･････････････
３ｇ
作り方

（お好みでホイップクリームなど）

③しめじに火が通ったら、バター
ｇを加えて完全に溶かす。（弱火）

①ペーパーフィルターを使って
コーヒーを４５０ 抽出する。

②玉ねぎが柔らかくなったら、しめ
じを加えてさらに炒める。（中火）

④具材にまんべんなく小麦粉を振
りかけて炒める。（弱火）
⑤そこに牛乳の半量を加え、木べら
で混ぜながら加熱する。（弱火）

③ コ ー ヒ ー 液 の 粗 熱 が 取 れ た ら、
カップの８分目まで注ぎ、冷蔵庫
に入れ固める。
④鍋に粉ゼラチン以外のミルクゼ

⑬

C

⑪

H

⑫

⑨

E

⑧

⑦

G

⑥

⑤

④

③

②

①正月の餅飾り
⑥○○○はるかな道のり、行く先
⑦鮎の○○○○
⑩のちぞい
⑪芭蕉の句「象潟や 雨に西施が ねぶの花」の
象潟のヨミは？
⑫○○素食
⑭自然科学の一分野、ばけがく
⑯○○地、池、浜北にも同様の地名があります
⑰静岡市で毎年11月初めに行う
⑲（警察言葉）○○がある
⑳○○○で負ける⇔小差
㉑正月の松飾のある間

18

H

G

ml

F

E

D

C

B

A

答

⑥とろみが出てきたら、牛乳の残り
を入れ、さらに木べらで混ぜなが
ら加熱する。（弱火～中火）
⑦ と ろ と ろ に な っ た ら、 コ ン ソ メ
キューブを崩しながら加え、塩・

毎週金曜日 13：30～15：00
053-584-1550
診療所に行くほどではないけど、
ちょっと心配。家族のことで相談
したい。こんなこと聞いてもいい
かな、など毎日の暮らしの中で、体
の不安や心配がありませんか？
毎週金曜日、上記の時間で医師が相談に応じます。
まずはお気軽にお電話ください。
※混雑する場合もありますが、ご了承ください。

75

ml

20

Q カギをヒントにマス目を

子どもたちの歌が聞こえます。何がいるの？

ヒント

ml

40 40
20
40

20

①

〈よこのカギ〉

ml

10

10
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