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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）
４６８４世帯
７月加入数 ７月脱退数
３世帯 ３世帯

私が一番印象に残ったのは、広島平和記念資料館です。原爆の熱風により焼けただれた皮膚、こげてボ
ロボロになった学生服、人影が焼きついた石段を見て、原爆の威力を感じました。７０年前の日本で起き
たこの悲惨な出来事に目をそむける事なく、反核・平和を願う声をあげていかなければならないと思いま
した。同じ過ちは２度とくり返してはなりません！
（外来事務・杉本公美）

出資金増資（四日市地域）
１３２名 ３１０回
２,０２３,０００円
（７/３１現在）

広島へ行って、いろいろな事をべん強してきました。アメリカが落としたばくだんで多くの人がしんで
しまった事を知りました。せんそうは、とてもこわくて、たくさんの人がしんでしまう事を知りました。
だからぜったいにせんそうはしたらいけない事だと思います。
（小３・杉本いつき）

অঌ౷֖͈༷ૻȆ࿒ດ Ⱥˎˌˍˑȡˎˌˍ˒Ȼ
組合員代表である地域委員と総代・支部長で、四日

ల˓ٝ ̠͏͏̽έͿΑΗ͉
ˍˌˎˑȪȫٳटȃ

市地域の目指すべき姿を確認し、方針・目標として
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。

̸̜̤ͣஜಛ৬ા̀ͅˍˌশΑΗȜΠ

ɞ౷֖ͅࢩ̦͈ͦފȨͩȩȊ
－健康づくり、たまり場、フェスタ、各地域に広がる医療生協の支部、ポストさ
ん（機関紙配付者）／医療・介護事業のサービス・特徴など様々な活動・事
業をもっともっと広め、見えるようにしていこう。

Ȇ̤֚ͅऱͤͬै̞̹̺̫༷̽̀ͥȪ࣐տ֥ȫ
Ȇໍర৪Ȫࠝో৪̯ͭਬͦ͘Ȋȫ
Ȇେͤષ̦ͥͺͼΟͺ

ɞઢ̞̞̽͋Ȃ̤̱͓̞̞ͤ̽͋͝Ȋ
－仲間と一緒に健康づくりを取り組んだり、たまり場を作って楽しく元気な毎
日が送れるようにしていこう。

ͬఱ༡ਬ̱̞̳̀͘ȃ

ɞ̽͂͜į̽͂͜įˬˮȊ
－地域に医療生協あり。組合員増やし・担い手増やし、広く地域や行政に医療
生協を知らせてつながりを強めていこう。

ɞΙȜθχȜ·͉̹̭̠́͊Ȋ

̷ِ̭͉Ȥ

－組合員と職員お互いの理解を深め、共に力を合わせて、医療生協の事業と活
動を盛り上げていこう。

ழࣣ֥ڰ൲໐

ɞჇ̞̀͜زِ̦̞̱ڢȊ
－四日市地域が力を入れているのは在宅医療・介護。お泊りできる新規事業を
早いうちに整備し、老いても自分の地域で暮らし続けられるようにしよう。

Ȇനఆ̮֚́͘༭ͬȊ

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

子どもの頃母が何げなく話

してくれたことを最近よく思

い出します。◆「戦後の食糧

難で今夜は鍋に入れて炊く物

が無い。でも今ここで自分の

命を絶ったら、配給の米を人

が食うと思うと死んでなるも

のかと思った」「県庁に勤め

ていた父親の一か月分の給料

が、戦後のインフレで革靴一

足買ったらお仕舞だった」

「国防婦人会で私を背負って

竹槍訓練に出て行った。こん

なことをして何の足しになる

のかと思った」「女学校で、

憲兵が入ってきて、薄化粧を

している生徒の顔にビンタを

張った。それを見ていたお母

ちゃんは一生化粧しないと決

めた」等々。◆今の政治の動

きを見ていると、とても不安

になります。集団的自衛権行

使に突き進んだ場合、【戦争

をしない国】として 年も過

ごしてきたのに、先ず自衛隊

員・家族の不安や、ひいては

徴兵制を敷くことになったら

と思うと、今の平和な世の中

が続かなくなってしまうこと

がとても心配です。◆澤地久

枝さんが『絶望せずにモノを

言う勇気を』と新聞に掲載が

ありました。亡き母のつぶや

きを我が子に伝えて、少しで

も声を広げたいです。（み）

70

˕
˕ ˪˫/ˎˎ˕

みえ医療福祉生活協同組合・四日市地域

２０１５年９月１日発行（２）

లˑٝ
̫̫ͭͭ ̦̩̦̩

ෂΙͿΛ·ӱ
Ȫȫ

～医療福祉生協でできる健康チェック～

合計
（件数）

（単位：％）

どちらか
どちらか
どちらとも といえば そう思わ
そう思う といえば
いえない そう思わ ない
そう思う
ない

10
a サービス提供内容を十分に説明された
b 居宅サービス計画に利用者や家族の希望が反映されている
c ケアマネージャーの言葉遣いや態度には気配りが感じられる
d ケアマネージャーから十分な情報が提供された
e 他の事業所（ヘルパーやデイなど）への連絡もれがない
f 利用者のプライバシーは守られていた

5

0
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評点
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△ 0.3

0.9

76

93.4

6.6

0.0

0.0

0.0



i ケアマネージャーが所属する事業所を知り合いに紹介したい

74

78.4

17.6

4.1

0.0

0.0



（居宅介護支援事業所・重政）

全国平均

△ 10

g 苦情や相談について、すみやかに対応できている
h 現在のケアマネージャーに満足している

「事業所への連絡、ご本人・ご家族、事業所間の連
携」はいつも課題に上がっています。今回【ｅ〉他の
事業所への連絡もれがない】の評価が昨年に比べ上がっ
た事（連絡もれがない、と評価していただけたこと）
は大きな成果だと思います。
職場のヒヤリハットでも「連絡を忘れてしまった」
という報告がされます。そのためにご本人・ご家族・
事業所に迷惑・負担をかけてしまうことになるので、
各ケアマネージャーが気を付けて業務にあたっていま
す。
今後も担当以外の利用者さんの連絡も全員で共有し
ながら連携をとっていきたいと思います。

前回

࣭⅛֓ၷছྀ⅜⅔ފාۛ৪⅃ⅼⅰ၌ဥ৪⅃ⅼ⅘చⅅ
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（無回答を除く）

あちこちの医療生協の組合員

◆評価

さんの集まりでも取り組まれ

ていますのでみなさんも一度

ケアマネ

今回は尿チェック（塩分測

60

定）のはなしです。

人間の体は ％が水分で構

測ってみてはいかがでしょう

することですが、その他にも

成されており、飲み物や食べ

尿は腎臓で作られます。腎臓

料理の方法や調味料などで工

か？

は血液を（糸球体で）ろ過し

夫することもできます。味噌

物を通して摂取した水分は尿

（尿細管で）再吸収するとい

汁やスープなどの汁物を飲み

塩分測定器を使えば味噌汁

う作業を行い、体に必要なも

過ぎない、麺類のスープは全

や便、汗や皮膚からの蒸発に

のとそうでないものとをより

部飲まない、しょうゆやソー

よって体の外に排出されます。 やスープなどの塩分濃度を測

分けています。このため尿は

スはかけるよりもつけて食べ

ることもできます。塩分を減

全身の臓器に関する情報を持っ

るなど、ちょっとした工夫を

1

このうち尿によって排出され

た健康のバロメーターといえ

続けることが大切です。

る水分は 日約１５００ｍｌ。 らす工夫は出来る限り薄味に

ます。正常な尿はムギワラ色

10

で透明です。

◇塩分摂取量の日本人の平均

が提示している目標値は男性

尿の検査には一般検尿やア

査がありますが、塩分を測る

８ｇ、女性７ｇです。また私

は 日約 ｇですが、厚労省

こともできます。尿中の塩分

たち医療福祉生協連が目指し

24

ルブミンを測るなど色々な検

量を厳密に測るには１日の尿

＊今年の秋、 時間蓄尿塩分

ているのは 日６ｇです。

も大変なので「ウロペーパー

調査を取り組みます。測定し

を全部ためて、その塩分量を

ソルト（塩分チェックシート）」

てみたい方は生協本部までご

測る必要がありますが、とて

を使って塩分量を推定するこ

（参考文献・日本医療福祉生

一報下さい。

トを浸し、シートの変化具合

協連 健康チェックサポーター

とができます。尿（できれば

で尿中の塩分量を測ります。

テキストほか）

早朝尿が理想的）にそのシー

３分もあれば測定できます。

1

1
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