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みえ医療福祉生活
協同組合・四日市地域
〒５１２－０９１１
四日市市生桑町１４５５
ＴＥＬ（四日市地域本部）
０５９-３３０-０８０８
ＦＡＸ（四日市地域本部）
０５９-３３０-０８０７
組合員数（四日市地域）
４７０５世帯

デイサービスいくわでは２日間にわたっ
て節分のレクリエーションを行いました。
オニにむかって１年の無病息災を願い豆
まきをしました。お返しにオニからも豆
ならぬお菓子が投げられ、利用者さん達
は手を挙げて、福とお菓子を受け取って
いました。

１月加入数
８世帯

１月脱退数
１３世帯

出資金増資（四日市地域）
３１３名

９１０回

４,８８５,０００円
（１/３１現在）

恵方巻きに模した恵方クレープを作り、
今年の東北東を向いてほおばりました。
たくさんの笑顔があふれた節分になりま
した。

急募！

組合員代表である地域委員と総代で、四日
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市地域の目指すべき姿を確認し、方針・目
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標として以下のフレーズを作りました。こ
のフレーズに基づいて事業・活動を行って
いきます。
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◎そうだ！医療福祉生協に行こう！
－受診・利用・加入・参加・就職などあらゆる面で医療福祉生協を選んでも
らえるように。魅力ある医療福祉生協の事業所・活動作りに力を入れる。
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◎もっと知りたい、もっと知ってほしい！
－認知度ＵＰ・活動の拡大・担い手（医療福祉生協に関わる人）の発掘を。
これまでの組合員も新しい組合員も一緒になって医療福祉生協を盛り上げる。
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◎職員と組合員一緒に歩もう！
－事業においても活動においても組合員・職員が一緒になって取り組む。医
療福祉生協は職員・組合員でひとつ。

機関紙名「いんぐ」は…ING（現在進行形）の意味を持ちます。常にみえ医療福祉生協・四日市地域も前に向かって進行中です。もちろん世の中の動きも進行中。

ば ん こ

最近名古屋に引っ越してき

た友人と 数年ぶりに再会し

た。年賀状のやりとりだけで

近況を報告し合っていた。駅

での待ち合わせ、私は彼女に

すぐ気が付いて声をかけた。

「えっ？」という顔で私をじっ

と見た彼女の一言「○○さん？

太ったね、でも声は○○さん

だ！」と言ったので、二人で

大笑い。一気に若い頃に戻っ

た。◆彼女が５年前からパー

キンソンという病気を持って

いる事は知っていた。地縁・

血縁のない名古屋での一人暮

らし、不安はなかったかと聞

くと、ここへ来るまでが大変

だったから今の生活はとても

充実していて楽しく、リハビ

リも頑張ることができるそう

だ。今日のおしゃべりはお口

のリハビリだと笑う彼女に元

気をもらった私だった。◆Ｔ

Ｖで『友達が幸福ならあなた

が幸福である確率が高くなる。

ストレスが多い現代社会、
･･･
幸福は社会的なネットワーク

を通じて広がっていく力があ

幸福に不可欠なのは
る。 ･･･
人をサポートすること。親切

をすることで人と自分を結び

つけ、より良い人間関係を築

く ･･･
』とあった。彼女と再
会できて、心から幸福を感じ

ることができた。（Ｙ）
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バレンタイン行動
２・
アピタ前

野菜は１日の摂取量は３５０ｇを目
安とされています。和食が見直されて
いるが、摂取量が減ってきています。
生活習慣病の予防にも野菜が鍵になり
ます。繊維の多い野菜（切り干し大根・
大豆・ごぼう等）はよく噛んで食べる
と満腹感が得やすいです。ビタミンＣ
（果実類・緑黄色野菜等）はガン予防
に、カリウム（ほうれん草・ニラ等）
は塩分を体外へ排出する作用がありま
す。カルシウム（小松菜・春菊等）は
最も不足しやすい栄養素です。意識し
て野菜を多く摂る事が大事です。また
朝食をおろそかにしない事です。参加
者全員の朝食内容を聞くと玄米・納豆
等を摂っている方がおり、参考になり
ました。生より加熱・冷凍野菜を常備
し （量 をた くさ ん
摂 れる よう に） 肉
料 理の 付け 合せ に
も バラ ンス よく 使
い １日 ５皿 は摂 り
たいものです。
（健康づくり委員会・村山）
【講師協力】津生協病院・栄養科
猪田秀子さん

毎年医療福祉生協では、バレンタイン前後にチョコを付けた
メッセージカードを配ってアピール行動をしています。消費税・
原発・年金・ＴＰＰ・憲法等々いのちやくらしを脅かす問題が
噴出しています。アピールを通して１人でも多くの人々が様々
な問題を考えるキッカケになれば、と願っています。小さな力
を集めて大きな力へ！
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認知症は、正常に発達した種々の精神
機能が、慢性的に減退・消失することで、
日常生活・社会生活を営めない状態で、
生活に支障をきたしている状態。薬は効
果が有るのか、予防は出来るのか、接し
方等について学んだ。予防はある程度出
来る。①動脈硬化を防ぐ（生活習慣の改
善）②脳を使う（趣味・買い物・運動・
会話等）
講義の後、中野先生への質問も含め、
各自が主体的に取り組んだことの実際や
体験を出し合う座談会を行った。
◇会話が少ない夫婦だけの生活を見直し、
僅かなことでもお礼を言うようにした。
会話も増え、雰囲気も明るくなった。
◇何年振りかで歯検診受診。その大切さ
を実感してからは口腔ケアに力を入れて
いる。
◇血圧が高い。太極拳・プール・陶芸を
趣味とストレス解消を兼ね長期に渡り続
けている。
◇カードで買い物をすることの弊害に気
付いた。暗算に心がけている。等々。
２０１２年度から『決め手は予防』を
テーマに学習してきた。生活習慣の見直
しと取り組みで予防が出来る（自分の行
動変容）。一人では続けにくくても医療
福祉生協には仲間がいっぱい。
生活が脅かされいる状態では健康づく
りどころではない。制度・政治などにも
関心を持つようにしたい。健康チャレン
ジの実践を行政にも提案しつつ共に進め
ていきたい。自分の健康を自分でつくる
主体的健康づくりに気づき、実践の次は、
その成果と変化を確認しながらの生活習
慣病予防を心がけていく。また、自治体
との関連の上での地域まるごとの健康づ
くりも医療福祉生協として進めていかな
ければならない。
（健康づくり委員会・奥野）
【講師協力】津生協病院・研修医
中野正範先生

第７回
事務長
（組合員活動兼務）
◇桐山拓人◇

◇貯筋体操
（セラバンド＆スロトレ）◇

◆協力◆ 市川博和（作業療法士）

まだまだ寒い日が続いてい

ますが、春はもうすぐそこま

【セラバンド⑧】

＊バンドは座

★主に使う筋肉 腹筋下部

面と一緒に持っ

で！縮こまってないで積極的

に身体を動かしましょうね。

★主に使う筋肉 ふともも内

【セラバンド⑨】

じて時間の長短して下さい。

強度があがります。力量に応

す。おへそを見ながら行うと

両脚を浮かすだけでもＯＫで

ムで 秒上げ下げをします。

１・２のリズ

を上げます。

たままで両脚

①

③

側の筋肉

で行います。

＊バンド無し
【セラバンド⑦】

密着して挟みます。内ももを

意識して締めて緩めてを１分

両ひざの内側に握りこぶしを

＊バンドの少

れたり、崩れたりしないよう

間繰り返します。こぶしが離

★主に使う筋肉 ふくらはぎ

し外側を持っ

＊次回からは上半身（特に腕）

に注意しましょう。

てて２で戻します。上げ下げ

のセラバンドのご紹介に移り

を鍛えましょうね。

ます。気になる二の腕なんか

を１分間続けて行います。

ます。両脚のつま先を１で立

と一緒に持ち

てイスの座面

の筋肉（ひらめ筋）

②

両脚をそろえ、 ひざか
らほんの少し太 ももよ
りの部分で下に バンド
を通します。ひ っぱら
ずにクロスして 太もも
横でバンドをし っかり
と持ちます。

【セラバンド結び方②】

前回より続き 同じ結び方

いよいよ終盤戦！
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◇年に４回開催（春夏秋冬）

北部西支部は年４回ウォー
キングを計画しています。

大矢知駅から電車で帰る予

で楽しく歩きます。近鉄の

は紅葉・冬は酒蔵見学と皆

は ２ 万３ 千 歩 ！ ）月 １

した。（結局歩いた歩数

とになり山城まで歩きま

定でしたが、ここまで来た

企画を利用し、一人より皆

回は皆で楽しく歩ける

最近では、阿倉川駅から

ぱいです。

で日頃の思い・健康の事等

よう計画出来たらいい

ら歩いて帰ろうというこ

を話しながら歩きます。近

なと思っています。健

歩いて羽津・大矢知と進み

くでも歴史ある所等新しい

康で続けられるように

春は桜・夏は涼しい所・秋

発見もあります。

★次回は
３月２０日に開催されます。
総括・方針の作成・討議、支部総会/総代会へ向けて

【地域委員会とは？】
四日市地域の組合員さんの代表（主に各地域の支部）と職員が月に１回集まって、
四日市の事業活動や組合員活動について報告・情報交換・論議を行っています。組合
員と職員の協同で事業・活動を進めていく上での大事な会議です。

（北部西支部・村山）

したいと思います。

東日本大震災の翌年、２０１２年９月、私は花巻市で開かれ
た「全国民医連共同組織活動交流集会in岩手」に参加しました。
福島から来られた被災者の方の声が今も耳に残ります。『津波
は過去を奪い、原発は未来を奪った。復興復興とどんなに努力
しても元の町には戻れない。元の生活に戻れない。その上、死ぬまで放射能の
恐怖から逃れられない。』震える声から怒り・悲しみ・苦しみが伝わって来ま
した。その帰り、飛行機の窓から建物等のほとんどが流された太平洋沿岸に、
白い四角い大きな建物が集まっている所が見えました。福島の原発です。とて
も不気味な情景でした。

友人・子供・孫から「原発の何がいけないの？」と問いかけられたら、私は
①日本の原発は、ほとんどが地震・津波に対し非常に危険な場所にあること
②事故が起きたら人間の未来が奪われてしまうこと
③有害な核廃棄物が常に排出され、何万年も無くならずに存在すること
などを伝えるつもりです。

＊３月１９日、くらしまちづくり委員会では、【夢の小袋】を作ります。そし
て東北に送ります。ハンカチ１枚で両面ポケットのあるステキな小袋が簡単に
作れます。是非一緒に作りませんか？使われずに手元に残っているハンカチを
お譲り下さい。手にすると思わず笑みがこぼれる小袋です。
（丹賀）

今まで歩いた所では二見

◇２０１３年度総括・２０１４年度方針作成に向けて◇
◇年度末しめくくり月間◇
年間４００名 １０００回超 の出資金増資へ向けて
ポストさん（機関紙配布者）増やしの追求
各地域・委員会での活動のまとめ／到達点の振り返り
支部レーダーチャート作成（評価指標）
次年度の方針・活動内容の検討

『春･夏･秋･冬 ハイキング』
シリーズ
その23

が浦の雛祭見学、聖宝寺の
紅葉、大垣城の桜、御在所
へ涼みに、蟹江の酒蔵、阿

くらしまちづくり委員会

挨拶ひとつできない…等の、

はないでしょうか？あそこは

て残ってしまう事もあるので

私たち外来の事務の日々の

縁の下の力持ち

仕事は、診察に来られた方の

なのだと思います。私たち事

そうでなく『縁の下の力持ち』

方が多いかもしれませんが、

味なイメージを思い浮かべる

と聞くとデスクワーク等の地

おすすめ等様々です。【事務】

のカルテ作成、生協加入への

電話対応、新規で来られた方

場になって行動する事が大切

に忙しくても、患者さんの立

あるかもしれません。どんな

快な思いを与えてしまう事が

見て対応できなかったり、不

まい、皆さんの顔をきちんと

は、やはり事務的になってし

員も外来が混雑している時等

かと思います。私たち事務職

受付・会計はもちろんのこと、 イメージダウンにもつながる

務は医師や看護師のように診

の遠い方には大きな声でゆっ

ドまで案内したり、高齢で耳

ます。体調が悪そうな方はベッ

う心がけてい

けて頂けるよ

して診察を受

象を与え安心

して、良い印

合わせる顔と

が一番最初に

に感じている事を、ひとつで

者さんの求めている事、不安

がいるからあるのだ」と。患

患者がいるのではなく、患者

う。病院、診療所があるから

「様」という意識で接しましょ

く。患者さんではなく、患者

『串が心に刺さった者』と書

校時 代の 授業 で、 「患 者は

んな事を考えました。専門学

事務の仕事に就いたのか、こ

私は初心に返り、なぜ医療

初心を忘れず

療行為を行う事はできません。 なのだと思います。

くり話したり…と、その方々

も多く取り除いてあげられる

しかし、診療所に来られた方

に添った対応ができるように

した時など、患者の立場になっ

自分自身が医療機関を受診

いきます。

「顔」になれるよう頑張って

ず、 いく わ診 療所 の素 敵な

でいました。その初心を忘れ

その医療機関のイメージとし

分違います。そしてそれが、

では、患者の受ける印象は随

声をかけて下さい。

があれば何度でも遠慮せずに

＊心配事・聞き忘れた事など

言われるのとそうでないのと

てみると「こんにちは」の挨

接遇の大切さ

ၷਫ਼͈̱͂̀

拶ひとつにしても、顔を見て

ようになりたい。そんな思い

しています。

外来事務
杉本 公美

下喜の温泉に入ったり…と

（社会保障制度）

また行ってみたい所がいっ

福島の被災者の思い
知っ得ポイント

北部西支部（さくら地区）
◇第１回 職員・組合員学術運動交流集会 結果/反省◇
初の組合員・職員が一同に会して行った交流集会。１００名
の参加あり。お互いの事業/運動に対する思いがよく伝わった。
来年度は広く声かけを行い規模を大きくして行う予定。
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みえ医療福祉生活協同組合・四日市地域
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Ȫ̞̪ͭ༎ਬտ֥͓ȫ

ӱΐȜϋΒ
ӲΠͼτΛΠβȜΩȜ
ӳρϋΡΓσ Ӵ̺ͥ͘
႕ȫι΄Υ ʋ ֔ࡇ

Ȇ˕˓ध͈ࡓ̈́ܨ༦̦̞̭ͥ͂Ȋ
Ȇབྷ̱ͭ͐ͭͅۏͬൎࣂ̱̹̭͂ͧȂˎٝ͂͜ࠇश̯
̹ͦ͢ȡȃ

Ησ ʋ Քຎࡇ

ɖ̧̳͓̀́̀ୃٜ̱̳͂͘

ȆྖාႢ˒˒ध

クイズの答えと「いんぐ」の感想や近況などを書いて、診療所の待合室
のポストまたは、下記の住所へ送ってください。＜クイズ正解者の方よ
り抽選で３名の方と「ポスト」掲載の方に図書カードをプレゼント。＞
宛先 〒５１２－０９１１ 四日市市生桑町１４５５
いくわ診療所内 「いんぐ編集室」
２０９号の答え
将棋 ４０枚
麻雀 １３６牌
オセロ６４枚 でした。

Ȇື౬ͅව̽̀ˎոඤͅଗ̧̭́ͥ͂ȃ
ȆߗேزȪྪ̮̭̻Ȃܨ̦ઁ̱̞̱ڢȫ
次月号（４月号）は･･･【20歳くらいに戻れるなら何がしたいですか？】
の結果発表です。

ȺˏȆː͈ထȻ

ழࣣ֥̯͈̹̞ͭͤমȂඋ͙̹̞ম͉̺̠̈́ͭͧȉ͘
̴ࡉ̠̀ͣ͜Ȃ̢̞͂̽̀ͥͣ̀͜ͅٳঞ࿂̩̿ͤͬ
̦̫̞̳̀͘ȃ̷̭́ழࣣ֥͈́ैྀ̞͈̽̀ͥ۾ܥ
ঞͬழࣣ֥̯͈ͭ࿒́ບ̞̯ئ̱̀ثȃ

əలˏٝə ˏˎ˔Ȫ߄ȫධ໐ݚၿ
əలːٝə ːˍˌȪ࿐ȫ̭͈͜ࡇྦྷ͈૩
̴̞ͦ͜ˍˌȇˏˌȡ ࡛౷ਬࣣ0ַഛಎগ
Ȫ̮ু̮́౯̞̯ئȫ
ɟમळȆၳȪ౷0ΑΗϋίನȫ൝͉
ུފ໐Ȫനఆȫ́͘ ˏˏˌȽˌ˔ˌ˔

ʡ̤࿚̵̞ࣣͩʢ ̢͙֓ၷছފȆঅঌ౷֖
ӱȂӲ
ˏˏˏȽ˒˓ˑ˒ ́͘ےڳ
ӳ
ˏˏˌȽˌ˔ˌ˔ ޯ५́͘

○

○

午後4時
× × × × × ×
～7時

住所変更等された方はご連絡ください。また、当人が亡くなられて名義変更が必要な場合もご連絡をお願いいたします。みえ医療福祉生協・四日市地域本部まで。

【いくわ診療所
診療時間】

土

○

×

金

水

○

木

火

○

午前9時
～12時

四日市市生桑町１４５５番地
電話（３３３）６４７１

日・祝日・木曜日休診
午後診は当面休診とさせていただきます

月

休診時の急病については医師会
の応急診療所をご利用下さい。
電話（３５３）１７５９

【 介護保険関連事業】

30

◎在宅療養の相談はまず左記へ

12 16

居宅介護支援事業所いくわ

月～金 ９時～ 時 分
土 ９時～ 時
電話（３３３）６４７５

17

訪問看護ステーションいくわ

30

月～金 ９時～ 時
電話（３３３）６４７２

12 16

ヘルパーステーションいくわ

月～金 ９時～ 時 分
土 ９時～ 時
電話（３３７）８８８５

14 16

通所リハビリいくわ

月・火・水・金
９時 分～ 時
土 ９時 分～ 時
電話（３３３）６７５６

30

デイサービスいくわ

年中無休 ９時 分～ 時 分
電話（３３３）６７５６
16

30 30

70

★毎日元気よくニコニコあいさ
つをする。

ӱΰσΩȜȪౣশۼΩȜΠȫ
ӲۭࢌȪΟͼȜΫΑྩȆౣশۼȫ
ӳ֓ȪુȆΩȜΠȫ

60

昨年10月から２ヵ月間、組合員のみなさんが取り
組んだ健康チャレンジのビフォア・アフター（取
り組みの前後でどう変わったか？変わらなかった
か？）をご紹介！
★⇒ビフォア（目標）☆⇒アフター（成果・結果）

★漬物・塩味
の物大好き！

☆食品の塩分表示を見るように
なった
（ 代）

ଵ̮તٚ
Ȇ؊༡̩̺̯̞ȊȊ

★１回３分以上の歯磨きをする
ぞ！

̤࿚̵̞ࣣͩȇ۾ܥঞ༎ਬտ֥ٛ
ޯ५́͘ ˏˏˌȽˌ˔ˌ˔

☆歯科検診で先生に褒められ嬉
しかった。同年齢の人よりも良
いと言われた。自分
の歯でこれからも食
事をしたいという気
持ちが芽生えた。
（ 代）

70

☆挨拶の後のシールが楽しみで、
自分から挨拶できるように。保
育園の先生に
も自分から挨
拶できるよう
になりました。
チャレンジが
終わってもシー
ルを貼りなが
ら頑張ってい
ます。
（４才）

ɖમळ͉̤࿚̵̞ࣣ̞̯ͩئȃ
κΣΗȜ̞̹̺̫༷͉̈́̽̀ͥͅͅȂࢃဥঞ͞໑ൟȆ
୨̤̱̳֚̈́̓ͬͤ͘ȃ

★新聞を音読する。

☆舌を噛みそうにな
り、音読の難しさに
驚いたが、日を重ね
るごとに上手になった。
（ 代）

ɚκΣΗȜۼܢɚ ːȡြාˏ́͘
ɚκΣΗȜඤယɚ ྀ͈ۜே͞ঐഊȂບثȂփࡉ൝ͬ
̞̯ئ̵̀ܙ
ɚ༡ਬ૽ତɚ
ˏ૽ȡˑ૽ͬထ
ɚ৫ႛɚ
ˍˌٝոષ͈ٝ൞̱ͬ̀ೀ̞̀
ȜΡ୷ͬૺ೮̱̳͘ȃ

15

ාˎٝːˌˌnm͈ࡃ̧̦̭ࠬ́ͥ͂ȃ

