組合員のみなさん︑あけまし
も変わらぬご支援︑ご協力の程

会の傘下の病院・診療所等と共

ご承知のとおり城南福祉医療協

さて︑私たち城南保健生協は︑

誠にありがとうございました︒

よろしくお願い申し上げます︒

同し︑医療・福祉・介護の問題

している組織です︒しかし︑小

られるまちづくりを目的に活動

を柱に誰もが安心して住み続け
盛大に祝賀会を行うことができ

泉政権以来の構造改革路線は︑

古紙配合率 100% 再生紙
を使用しています。

大企業や一部の高額所得者を一

泉社新書︶で私もはじめて知っ

﹁誰が日本の医療を殺すのか﹂︵洋

年の 月から大田病院の新築に

た保育園の跡地を利用して︑今

たのですが︑医師法の医師の配

５階・地下１階︑総工費 億円

着工︑再来年の３月には︑地上

されない病院が６割です︒産科・

必要ですが︑その基準さえ満た

進歩を考えると︑当然見直しが

をおかけしますが︑建設債とも

中は︑病床の縮小などでご不便

完成します︒しかし︑その期間

手の届くところにあった水と残

が︑時事川柳に﹁不祥事は 増

昨年は川柳発祥２５０年でした

もたらしています︒日本の医療

が医療現場に疲弊と一部崩壊を

人は増やさない〟方針で︑それ

医療に対して〝金は出さない︑

床閉鎖︑大田病院でも 月か

の不足が切実で︑荏原病院でも

また看護師は︑特に地域病院で

なく﹁絶対数の不足﹂なのです︒

ヵ所ありますが︑デイケアは

す︒品川区にはデイサービスは

するデイケアの開設をめざしま

月からリハビリスタッフの常駐

一方︑ゆたか診療所では︑５

飯で命をつないだという悲しい

費は 兆円でＧＤＰ比８％︑Ｇ

ら 床休床中です︒

他に１ヵ所しかありません︒

為の値段︶は 世紀に入って下

す︒しかも診療報酬︵医療行

月には念願の土地３００坪が

法人の歴史はすすみます︒昨年

など︑問題点の多い動きがあり

険制度の新設や健康診断の変更

今年は︑後期高齢者医療保
年の都知事選挙で吉田万三候

がっており︑ 年を１００とし

そんな厳しい医療情勢でも︑
補︵前大田歯科所長︶が﹁税金

て ・４です︒

％強の８割で最低で

は 庶民のくらしに ドラえも

７ 平均

大田区にはかつて一人暮らし

ん﹂と詠まれたように︑社会資

が悪いと庶民は苦労します︒昨

33

分は生協のグループホーム２ユ

に確保でき︑半分は保育園︑半

大森東５丁目の中富小学校の傍

う︑ともに努力しましょう︒

て生活できる社会を追究するよ

担しない平和な世界と︑安心し

ますが︑どこの国の戦争にも加

した︒一人暮らしのお宅に毎朝

ところがこの４半世紀︑国は

源は有効に使いたいものです︒

は４万人不足です︒本田宏氏の

一方︑医師は 万人︑看護師

い等という理由で廃止してしま

た︒こんな良い制度を予算がな

したりして︑お年寄りの負担が

り︑後期高齢者医療制度を導入

国が介護保険法の改悪をした

ホームが待ち望まれています︒

しでも自分でできることを増

私たちは︑①利用者さんが︑少

てしまいました︒そんな中でも

います︒新年早々暗い話になっ

介護の仕事をめざせなくなって

に結びつきにくく︑若い人が

ニットができます︒その移転し
﹁乳酸菌飲料﹂を配りながら〝お

階建てで 人が暮らせる新築の

いました︒その結果︑高齢者の

増え︑これでは生きていけない

やし︑生きる意欲をもつことが

できるよう︑②１日１日を穏や

かに︑楽しく︑元気に過ごすこ

とができるよう工夫してきまし

た︒

より介護予防給付︵＝要支援状

長してまいりました︒平成 年

１２０人の職員とヘルパーに成

月３７０ 人の利用者さん︑約

馬込の４ 事業所となり︑１ ヵ

平和島・ゆたか・蒲田︵うのき︶
・

になります︒今では事業所は︑

ションも創設からそろそろ８年

おかげさまでヘルパーステー

れ状態で︑拘束時間の割に収入

す︒ヘルパーさんも仕事が細切

収益が出ない構造になっていま

業所としても手間隙かかる割に

すが︑単価︵報酬︶が低く︑事

体介護を行うことが多いので

状況が出て混乱しています︒身

ビス時間を短くせざるをえない

みが理解しにくく︑また︑サー

用者さんにも︑ご家族にも仕組

月単位の報酬なのですが︑利

ています︒

の仕事をしませんか︒お待ちし

いります︒私たちと一緒に介護

ラを踊り︑元気を振りまいてま

ではスタッフがヨッチョレやフ

ます︒運動もします︒イベント

楽しく仕事をしたい︒勉強もし

るよう支援する介護をめざし︑

ても︑自分らしく生きていかれ

願っています︒また︑
高齢になっ

問先ではネズミが出ないことを

今年はネズミ年ですが︑訪

態︶に認定される方が増えまし

ます︒

た︒当事業所でもサービス時間

介護になっています︒

の１〜２割が要支援の方の訪問

11

あけましておめでとうござい

01 21

14

来事ではありませんか︒

43

16

老人の安否を気づかって﹁おは

したが︑なんともおぞましい出

ありました︒いつの世もお上

医師不足︑医師は﹁偏在﹂では

どもよろしくお願いします︒

で︑ＭＲＩやＩＴが導入されて

33

層優遇し︑働く国民や高齢者に

置基準は昭和 年︑何と 年も

10

小児科に限らず︑内科・外科も

前の基準です︒その後の医療の

23

大変冷たく私たちの運動に大き
な障害となっています︒後期高
齢者医療制度などは︑老人泣か
昨年︑私が相談にのった身近

せの最たるものです︒

な出来事ですが︑一人暮らしの
歳の女性がアパートの２階で

光 夫
えたのでなく ばれたのよ﹂と

新年おめでとうございます︒

60

10

ヘルパーステーションすずらん

はよう︑お元気ですか〟と一声

孤独死がますます増えていくこ

かけて安否を確認するものでし

とになりました︒

装いも新たになった本部事

というところまで追い詰められ

務所を砦に︑職員・役員一同大

私たちの生協では︑ヘルパー

ムの経営をしていますが︑今

いにがんばっていく決意ですの

きな期待が寄せられています︒

年は大田病院の改築計画ともあ

で︑さらなるご支援の程︑よろ

ている今日︑私たちの運動に大

いまって︑大森東５丁目に念願

しくお願いいたします︒

の派遣事業や認知症高齢者が

の２ヵ所目のグループホームの

共同生活のできるグループホー

建設計画をすすめています︒２

千恵子

大澤

統括所長

18

所
行
発

組織現勢（12月1日現在）

権 守

理事長

出来事がありました︒幸い友だ

城南福祉医療協会

ちが異常に気付き命拾いをしま

話に出ることもできず︑
４日間︑

転倒し大腿骨を骨折したため電

92

よう訪問﹂という制度がありま

10

33

97

18

直 彦
小 関
理事長

昨年 月に城南保健生協は創

ておめでとうございます︒本年

城南保健生活協同組合
ました︒また︑仲間増やし運動

立 周年を迎え︑おかげさまで

11

では大きな力を貸していただき
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