回総代会の発言 ︵要旨︶
なりました︒和解条件として︑
都内に居住するぜん息患者の医
療費を無料にする条例が成立し
ました︒これからのとりくみで
大切なことは︑申請する人を広
げていくことです︒大森中診療
所でも︑申請相談コーナーなど
もとりくんできましたが︑今後
も︑より多くの方に知らせるこ
とが大切です︒また︑今回の条
とも確認されていますので︑こ

例は︑５年後に見直しをするこ

ました︒この間︑調査活動をね

提出しました︒６月〜

とめて区長へ提言書を
改善して︑介護する側もされる

じる仕事です︒介護保険制度を

ことに誇りを持ちやりがいを感

なったことを一緒に歓び︑その

５月 日︑結果をま

７月に大田区は施策を
側も充実したものにしていきた
いです︒

決めようとしているの
で︑
﹁労災﹂
﹁公害﹂の

今でも分娩で救急車で運ばれた

状況と

ヵ所目の
れています︒介護職員の働き方

できなくなるなど制度が変えら

れた方や他の施設に移られた方

内でのデイケアサービスのボラ

あり︑今年の２月も２人の方の

しの高齢者です︒毎年孤独死が

いよいよ２ヵ所目のグループ

分くらいかかるので︑１日のお

お風呂がありますが︑お一人

また︑先日 世帯の組合員さん

で青空相談会を行っています︒

雪谷支部では︑毎月︑前の公園

者が多いのも事実です︒うのき

孤独死がありました︒また自殺

ンティアも行っています︒

ゆたか診療所で

デイケアサービ

ススタート

宅を訪問し︑さまざまな話を聞

〜金曜で１日 人が定員です︒

ホームの建設工事がはじまりま

リフト付きの送迎車でお迎えに

風呂の定員は５人くらいです︒

景です︒

す︒今度の場所は隣に保育園が

いきますので︑車イスの方でも

あり︑入居者の方々にも良い環

境になると思います︒組合員の

動を続けていきます︒

大森西北支部の

とりくみについて

大森西地域では︑スーパーの

前をお借りして青空健康相談を

行ってきましたが︑天候などに

左右され︑なかなか定着しませ

廃合でコラボ大森ができ︑さま

んでした︒しかし︑小学校の統

療所の中なので医師︑看護師も

暮らしのお年寄り﹂が外に出て

こられるような内容を行ってい

こうと確認し︑血圧測定︑体脂

肪測定︑骨密度測定︑尿チェッ

クをはじめました︒もっと魅

力ある集まりにと︑
﹁抹茶接待﹂

﹁体操﹂なども取り入れて行っ

ています︒参加者は１年間で延

べ１６０人を超えました︒
また︑

して︑約１０００世帯に配布︒

独自に﹁健康ニュース﹂を発行

会︑孤独死などの問題について

号棟あわせて６００世帯の方が

お住まいです︒とりわけ 棟は

２４２世帯中約 ％が一人暮ら

の声もよせられました︒

管理できるようになった﹂など

の相談をして︑病院に行き自己

合うキッカケになった﹂
﹁血圧

は︑
﹁食事のことで家族と話し

行いました︒参加された方から

高齢者医療制度の学習会なども

ご意見もいただきながら︑後期

動していこうと確認し︑矢口都

その中で︑できることから行

話し合いをすすめてきました︒

うのき雪谷支部では︑格差社

ました︒地域世話人会で﹁一人

ざまな活動ができるようになり

とりくみについて

うのき支部の

お願いします︒

担当のケアマネジャーを通して

いて安心です︒お申し込みは︑

して過ごしています︒ゆたか診

創作︑塗り絵︑ちぎり絵などを

大丈夫です︒内容は︑ゲームや

よろしくお願いします︒

みなさんには︑引き続き増資を

ゆたかの家の
状況について

ゆたか病院がゆたか診療所へ

ろと大変でしたが︑地域の方へ

の説明会を行う中から前進して

きました︒ 年末からゆたか診

療所が黒字に転換してきた報告

もあり安心しました︒そんな中

で︑ゆたかの家では︑後期高齢

者医療制度の学習会︑原水爆禁

営住宅の﹁生協組合員さんお元

気ですか訪問行動﹂を行いまし

止世界大会の報告を兼ねて野外

ビアパーティー︑バレンタイン

た︒矢口都営住宅は 号棟と

いつでも元気読者会なども行い

行動︑市民後見人制度学習会︑

活動が広がってきています︒ま

た︑５月１日よりゆたか診療所

くことができました︒今後も運

などもいます︒しかし︑すぐに

の方が入居している状況です︒

新しい方が入られ︑いつも９人

病院の公的存続と

３月にはじめて男性の入居者さ

社会保険蒲田総合

なお︑大田区︑品川区

分娩再開を求める

とりくんでいきます︒

２つの面を位置づけて

でアスベストにより被

まれています︒蒲田総合病院が

利用者数も安定していました

方が︑大田区内の病院では受け

んを迎えました︒女性ばかりの

場所で︑どうなるのかと心配し

ゆたか診療所でデイケアサー

４ヵ所あります︒ご存知のよう

社会保険庁の病院は東京に

署名について

報︵工場︑人など︶が

ましたが︑８人の女性陣が男性

ビスがスタートしました︒月曜

災されたと思われる情
あれば︑安心・安全の

に優しく接してほほえましい光

まちづくりの観点から
もお寄せください︒

すずらん︵訪問
介護事業所︶の

に︑社会保険庁は﹁消えた年金

城南保健生協には︑４ つの

分娩中止をすると︑約５００人

状況について

問題﹂などさまざまな問題があ
ります︒今回の﹁分娩中止﹂は
採算優先︑もうけ主義を先取り
した形だと思います︒大田区で

ヘルパーステーションがありま

の分娩が減ることになります︒

は年間５５００人の新生児が生

す︒ 年の前半くらいまでは︑
が︑ 年後半から介護保険制度

です︒子どもは日本の宝です︒

入れられずに川崎市で分娩した

ぜひ署名にご協力をお願いしま

の激変により利用者数も減り︑

南４丁目にあった石綿工場︵宮

パーさんが掃除︑買い物なども

す︒

変わり︑ゆたかの家もゆたか診

寺石綿︶周辺の住民にアスベス

助への制限がかかり︑近くにご

できたのですが︑現在は生活援

療所内に移転しました︒いろい

提訴をし︑今年７回目の口頭弁

トによる健康被害が出ており︑

というケースもあります︒分娩

論が行われました︒そして︑い

大田区は２月１日〜３ 月７ 日

難民をつくってはいけません︒

よいよ６月 日に判決が言いわ

にかけて健康調査を実施しまし

ヘルパーさんの働き方も難し

たされます︒誰もがさまざま

た︒対象者は大森南地域と大森

くなってきています︒介護保険

な理由で生活に困窮することが

東４〜５丁目です︒検診の受診

も不規則となり︑ヘルパーをや

グループホーム建
める方︑福祉の仕事から離れる

みちづかが開所して５年が経

設にむけて
私たちの仕事は︑寝たきり

過しました︒開設当時からの入

方も少なくありません︒
で何もできなかった方が︑ボタ

居者さんは３人です︒亡くなら

さん

第
後期高齢者医療
制度について

この新聞は︑東京都の医師会
が１面を使って載せた﹁東京宣
まで通り検査をするなどの内容
ーでもありますが︑朝日訴訟の

２月 日は︑バレンタインデ

とが大切です︒患者会に参加す
この裁判は第２の朝日訴訟裁判

朝日さんの命日でもあります︒

の制度を絶対に廃止させないこ
る方を増やすことや︑５月に結
と位置づけています︒今後とも

成された﹁青空を取り戻す大田
連絡会﹂への参加をよびかけ︑
ご支援をお願いいたします︒

きましょう︒

アスベスト問題
について

大気汚染を防ぐ運動を広げてい

東京生存権裁判
について

アスベスト被災対策大田連絡

ばり強く行ってきました︒大森

会は︑ 年９月 日に立ち上げ

いろとご協力いただきありがと

組合員のみなさんには︑いろ
うございます︒昨年２月 日に

あります︒国民に﹁健康で文化

者総数は９２６人でしたが︑

地域で 年利用されてきた病院

的な最低限度の生活﹂を保障す

人は予約しましたがキャンセル

制度がはじまったころは︑ヘル

るのが生活保護法です︒ところ

待ちとなり検診を受けることが

家族が住んでいる人への介護が

が国は︑高齢者と母子家庭の生

できませんでした︒要精密検査

ンをご自分で付けられるように

塚 平

言﹂です︒ 歳以上の方へ︑今
が書かれています︒大分県の保
険医協会では︑後期高齢者医療
制度を皮肉った川柳の投稿を紹
介しています︒
﹁終末期︑枯れ
木に水はやるなかれ﹂
﹁乳母捨
てを長寿医療と言うとやら﹂﹁後
期でも意地でも生きる百まで
は﹂
︒
私たち城南３法人では︑この
間 回の学習会を開催してきま
した︒反対署名は︑８５７５筆
です︒今後も学習会の依頼が多
く︑関心が強まっています︒大
森中診療所にくる患者さんから
も不安の声が数多くよせられて
引き続き組合員のみ

います︒中止・廃止しかありま
せん
なさんとがんばっていきます︒

東京大気汚染公
害裁判とぜん息
無料化について

活保護費を大幅に切り下げまし

虹の家みちづかの

た︒
﹁公正な審理と判決を要請

対象者は 人︑胸膜プラーク所
見者は 人となりました︒

16

14

する署名﹂は大田区でも１万５
０００筆集める予定です︒

15

この裁判は 年に提訴し︑昨
年８月の﹁勝利和解﹂に至るま
で︑１００人以上の原告が亡く
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