ト 人の方々︵ 歳〜 歳︶が

第 回総代会の発言 ︵要旨︶
無料低額診療事業

す︒三ツ木歯科では︑そのよう
な不安にお応えするために﹁歯
科無料相談﹂の﹁旗﹂を三ツ木
診療所の入り口に立てていま

所にあります︒保育園や小学校

かぜ﹂はとても環境がよい場
ムがあり︑毎日２人の医師が担

また︑大田歯科には往診チー

ひご相談にいらしてください︒

事︑学習会などの案内をチェッ

スミまで読んで︑楽しそうな行

以内に配っています︒スミから

ことです︒機関紙は届いて２日

す︒口は健康の入り口です︒ぜ

から泣き声や笑い声が聞こえて
当しています︒こちらもぜひご

元気に生活しています︒
﹁しお

きて良い刺激になっていると思
クします︒

ふるさと海浜公園や平和の森公

です︒区民センターに集合し︑

人でスタートして︑現在は８人
す︒

ちづくりの運動を行っていきま

で︑最後まで住み続けられるま

他の制度も利用しようとしませ

の申請もしていませんし︑その

てもらえないのです︒介護保険

もらうのですが︑家の戸を開け

安心のネットワーク〟

て↓地域まるごと健康づくり↓

の楽しさ＝仲間づくりを心がけ

残った言葉です︒
〝健康づくり

毎週行っている大森中

診療所での﹁なんでも

相談会﹂について

大森中診療所の外来で﹁な

んでも相談会﹂をはじめて５年

になります︒月曜日は小関理事

長︑木曜日は色部が担当してい

ます︒ここ数ヵ月前から︑相談

の質に厳しさが増していると感

じています︒生存＝生きるとい

うことの相談です︒仕事がなく

なって医療費をどうするか？

主人も具合が悪くなって自分は

ドライバーの仕事をしていた方

病院にかかるのを控えている︒

は夜走り回って︑体をこわして

大田病院で決まった無料低額

解雇され︑
預金も底をついた⁝︒

診療は︑このような中でとても

大きなものです︒とにかく健康

をとり戻してほしい︒後のこと

が第一です︒まず受診して健康

はそれから考えましょうとお話

しています︒困っている方々の

相談相手になって︑政治のしく

みや行政を変えていかなければ

を出さない︑お金がなければ病

と感じています︒地域で孤独死

院に行くことができないしくみ

時です︒

がんばる

健生協が

を変えていきたい︒今︑城南保

行っています︒会計係︑
会場係︑

行われた日生協医療部会の健康

は多くの人の課題です︒岡山で

体力とともに認知力の保持

るのもよい特徴だと思います︒

親睦会係などの分担も行えてい

した方には資料を届けることも

を大切にしたいと考えて︑欠席

ました︒一人ひとりのつながり

話で︑楽しくとても勉強になり

トの話﹂はクイズをとり入れた

わけ先日行われた﹁サプリメン

護の学習︑栄養の話など︒とり

めています︒歯の話の学習︑介

り入れています︒年間行事も決

しないために︑新しいこともと

ことも大切ですが︑マンネリ化

て行っています︒くり返し行う

測定などは班のみんなで協力し

康チェック︑血圧測定︑体脂肪

増えて︑ 人を超えました︒健

月になりました︒班員が順調に

若返り班ができて３ 年６ヵ

若返り班の
とりくみ

た︒

いただきたいと思い発言しまし

のお年寄りがいることを知って

と格差の嵐の中で︑一人暮らし

談会も毎月行っています︒貧困

とても喜ばれています︒青空相

うのき診療所からの訪問往診は

だてが必要なのかは課題です︒

に接していくのか︑どういう手

ん︒そのような方に︑どのよう

定年退職後はボラ

ンティア活動を

園など︑もみじ︑梅など季節を
感じながら歩いています︒歩く
ペースはゆっくりで３㌔を約１
時間 分です︒公園に着いたら︑
肩をほぐす運動などもしていま
す︒家で一人で行うのはなかな

らしで外に出られなかった方も

その時まで﹁定年した後のこ

あれば楽しくできます︒一人暮

かできないが︑みんなと一緒で

夫されていて︑中原街道を歩き

参加するようになりました︒今

３年前に定年退職しました︒

ながらクイズがとける形式や︑

と﹂を考えたことはありません

地 域 の 状 況

なさんもご一緒に︒

ランティアがありますので︑み

も行っています︒いろいろなボ

週１回掃除にいくボランティア

の他︑一人暮らしの方のお宅へ

伝いするようになりました︒そ

で︑これならできると考えお手

前の自転車整理を行っているの

シルバー人材センターでも駅

が大変とのことでした︒私は︑

台の自転車がとまるので︑整理

の話があり︑特に土曜日は約

場の自転車整理に困っていると

いました︒大森中診療所の駐輪

で︑ボランティアをやろうと思

でした︒保健生協の組合員なの

年

後も﹁健康は財産﹂と考え続け

明治時代の史跡を巡るなど︑楽
しく参加しています︒また︑バ
スハイクは昨年﹁ぎょうざ食
べ放題ツアー﹂に参加しました
が︑おいしくて︑楽しくて安全
に配慮された企画だと感じまし
た︒学習会も数多く参加してい
私は︑患者として大森中診療

ます︒

ゆたか診療所の２階に移りまし

ゆたかの家は︑昨年５ 月に
が︑職員の方々の姿に感動をお

さん

貧困︑
格差社会がすすむ中で︑

らし︑認知症︑被害妄想なども

あります︒ 歳の女性︑一人暮

私のまわりでも悲惨な状況が
ということで︑町会や児童セン

あるようです︒ガス︑水道︑電

活しています︒危ないので︑懐

気が止められて︑ロウソクで生

中電灯を渡しています︒地域包

います︒成年後見人制度では︑
ＮＰＯの立ち上げに参加してき

孫と囲碁をする会なども行って

ターなどとも連携し︑竹馬の会︑

域の世代間交流をすすめよう

ションにも力を入れていて︑地

地域の方々とのコミュニケー

があれば行っています︒また︑

所の通所リハのお手伝いも要請

に過ぎていきます︒ゆたか診療

バル⁝など１年があっという間

クリスマス会︑反核フェスティ

書道︑マージャン︑おしゃべり︑

も行っています︒日常的には︑

円旅行で日帰り温泉めぐりなど

バザーを行ってきました︒１万

通りでは 年間青空相談会をし

聞き︑開いてきました︒のんき

ています︒学習会の要望なども

た︒食事会は開設当初から行っ

会誕生

を通して︑歩こう

コラボ大森の活動

ちたいと思っています︒

介護ヘルパーとなり︑お役に立

ぼえています︒定年退職後は︑

所︑大田病院にかかっています

ゆたかの家の

ていきます︒

ウォークラリーは︑最近は工

利用ください︒

る大腸ガン検診もぜひ

う︑郵送で気軽にでき

健康診断を受けましょ

います︒運動会の招待券をいた
だきみんなで観に行ってきまし
た︒また︑年４回地域の方々と
の会議も行っていて︑町会長さ
ん︑自治会長さん︑民生委員の
方なども参加してくださり︑サ
ポートしていただいています︒
今後も︑人間としての尊厳︑入

大田区の健康診断は６月から
はじまっています︒ 歳〜 歳

の特定健診は 月 日まで︒

歳以上の長寿検診は来年の３月
日までです︒大森中診療所で

は︑夜でも第３日曜でも予約な
しで受けられますので︑ぜひい
らしてください︒また︑郵送で
気軽にできる大腸ガン検診は︑
中診でも生協本部でも扱ってい
ます︒大腸ガンは早期発見が大

コラボ大森で月１回︑お茶を
飲みながら血圧︑体脂肪を測っ
ています︒一人暮らしの方々へ
のお誘いもしています︒しか
し︑健康チェックだけで健康が
保たれるのかとなるとそうでは
なく︑
〝歩くのはどうか？〟と
いう話になり毎週﹁歩く﹂こと

づくり学会に参加したとき心に

常務理事

色 部

スタート︑新大田
病院建設順調に

無料低額診療がいよいよス
タートします︒６月１日に東京
都に認められ７月１日開始︒生
活困難な方への自己負担の軽
居者のみなさまの心と向き合っ
ていく施設運営を行っていきま
す︒

三ツ木歯科の活動
展開・大田歯科の
往診も

三ツ木歯科は今年５月で開設

切です︒一命をとりとめた事例
などもありますので︑ぜひ年に

年になります︒三ツ木歯科に

限らず︑全国的に歯科への受診

１度検査することをおすすめし

るようになったキッカケは︑﹁手

さまざまなとりくみに参加す

習会に参加して

さまざまな活動︑学

城南保健生協が行う

及されました︶

代会当日 個の検査キットが普

ます︒
︵高橋さんの訴えで︑総

率はとても低いのが現状です︒
医療機関へかかる情勢が厳しい
のも大きい問題ですが︑
﹁いた
くなければ受診しない﹂という
こともあります︒そのため︑歯
以下という方も少なくなく︑自

科医の中には年収５００ 万円
費診療だけにきりかえている歯
科も増えています︒患者さまの
立場からみると﹁歯医者はどの
くらいお金がかかるの？﹂
﹁治

配りボランティア募集﹂の記事
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安 田
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減のための事業です︒現在︑大
田病院に来られる患者さまの
約 ％の方が生活保護の方々で
す︒申請の手続きなど大変な面
もありますが︑まずは来ていた
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新大田病院建設は順調で︑来
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年４月に建物ができあがりま
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屋が大きくなり︑回復期リハビ
リも 床あります︒今後も断ら
ない医療を行っていきます︒

グループホーム﹁虹
の家しおかぜ﹂が１
月スタートしました
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