︻活動交流会演題紹介︼
文書をいただきます︒
ですから︑毎週お会い
できる組合員の変化に
気づきやすいという特

買生協の共同購入の特

徴があります︒この購

組織への要請なども行っていま
徴を活かして︑大田区
の高齢者見守り推進事

す︒

森崎良光・棚橋直樹

２生協の連携と東京南部生協が
始める高齢者見守り活動
東京南部生協

連携を強く
大田・品川健康まつりに東京
平和を願う組合員の声を活か
り〟活動を行うことに

合員の〝緩やかな見守

業者登録をし︑高齢組

して︑憲法の学習会を共催で︑

条を守っての声に

で開催して︑多くの組合員が集

サポートへ情報を提供し対応し

暮らせる︑まちづくりの一助に
なります︒

東京南部生協
見守りの輪

講師は海部幸造弁護士︵東京

くわかりました︒同時に絶対

今年も骨密度測定で参加し︑２

は︑
大田区消費者生活センター︒

生活展が開催されました︒場所

の体操は︑筋肉を強くして良い

講師は野口修二トレーナー︒こ

びのび３Ｑ体操﹂を行いました︒

くい体をつくる

身をリラックスさせ︑転倒しに
ことを目的とし
ています︒ 人

の方が受講しま
した︒
大田区の消費
者団体の研究発
テージでのフラ

表を中心に︑ス
ダ ン ス や 寸 劇︑
消 費 者 ク イ ズ︑
子どもフリーマ
ー ケ ッ ト な ど︑
毎年楽しい催し
人を超える来場

物で︑３０００
者で賑わいまし
た︒

子

弘

野

待する要素に︑食物繊維の働き

がある︒コレステロール︑ナト

リウム︑
有害物質を体外に出し︑

お通じをよくする︒ジュースで

は︑繊維とともにカルシウムも

絞りかすの方に入ってしまう︒

を防ぐ効果も得られない︒それ

料理のかさを増やして食べ過ぎ

を知った上で︑表示もよく見て

ほしい︒商品名が野菜ジュース

協との連携を今後も強くしてい

す︒東京南部生協は城南保健生

たたかい見守りの輪をつくりま

高齢組合員さんを真ん中にあ

のが私の幼少時であった︒それ

卵︑ときどき魚のひものという

たもの︑おかずは野菜と納豆か

主食は押し麦か小麦粉を調理し

返ってみて︑
そう思うのである︒

だろうか︒自分の食生活を振り

生を左右すると言ったら大げさ

シメにめん類かご飯を汁に足せ

へ︑
タンパク質系のものを入れ︑

加してたっぷり食べよう︒そこ

とかさが減るので︑どんどん追

料理をするといい︒野菜は煮る

り食べる方法がある︒家庭で鍋

忙しい生活でも野菜をたっぷ

ば︑食事として整う︒使う食器

も楽である︒白菜と豚バラ肉を

が少なくて済むから︑後片付け

ポン酢しょう油とゆず胡椒のタ

水に昆布と干しシイタケを放り

のテーマは︑野菜不足をどう

込んで冷蔵庫へ︒
〝何でも寄せ

レで︒豆腐と野菜の鍋には︑ゴ

時間が取れない︒コンビニで調

鍋〟は使い切れなかった野菜を

解消するか⁝である︒子どもも

達したり︑外食店へ入ることが

マ油を入れるとコクと香りがよ

多くなる︒そこに並んでいるメ

総動員して︑残っている肉︑ち

い︒だし取りは出かける前に︑

ニューは︑炭水化物と脂肪がむ

くわ︑はんぺん⁝みんないらっ

れ︑家庭でゆっくり食べている

やみに多い︒値段以上に満腹感

の上冷蔵庫もスッキリ︒
﹁忙し

い︑時間がない﹂こんな時こそ

しゃい︒おいしくて暖まる︒そ

ら︑何でも高温の油を通す︒野

疲れた体を絞ってくれる〝鍋〟

ご飯は多め︒食中毒がこわいか

菜はかなり使っても加熱でかさ

にしよう︒

絞って汁だけを使う︒野菜に期

ク飲めるものではない︒それを

てみると固形物が多くてゴクゴ

である︒野菜をミキサーにかけ

になるか？ 答えは
〝ならない〟

野菜ジュースは野菜の代わり

がる︒

ランスの悪いメニューができあ

エネルギーばかり高く︑栄養バ

や魚を多めにつける︒
こうして︑

が減り︑見栄えがしないから肉

がないと︑客は喜ばないから︑

大人も忙しい生活を余儀なくさ

今日︑厚生労働省や栄養士

上等である︒

で︑こんな立派な体を授かれば

きます︒

でも︑野菜汁は ％しか入って

食生活は︑幼少の頃にどんな

（女子栄養大学
食生活指導士1級）

いない商品もある︒

鍋にしよう

ものをどう食べていたか︑が一

星

その 8

たまご通信
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南部生協の大産直まつりを共同
う年に１回の大きなイベントと
なりました︒
この制度は︑共同購

地域の団体とも協力して成功さ
せました︒

なっています︒
月１回両生協の代表による定
入で組合員のお宅にお
便がポストにたまっている︑同

てもらうというものです︒高齢

伺いした際︑新聞や郵

共同購入は毎週︑同じ曜日・
じ洗濯物が何日も干してあるな

者が住み慣れた地域で安心して

緩やかな見守り活動

組合員の活動の様子やお互い
同じ時間に組合員のお宅に訪問
どの様子があったら︑さわやか

場では両生協の活動交流をし︑

期協議を行っています︒協議の

に協力できる課題の整理などを
し︑商品をお届けし︑次回の注
大さ︑大切さを強く感じ︑絶

﹁希望〜考え︑
行動する力を育てよう〜﹂ 大田区生活展

行っています︒新たな発見や両

憲法ってどういうものだろう
対に９条を守らねばと思いまし
た︒
南部法律事務所︶
︒１時間半に

自衛権〟もわかりやすく説明し

守っていく大切さも︒
〝集団的

また︑消費者講座として﹁の

東京南部生協と城南保健生協
わたりわかりやすく︑ていねい

日間で１１０人が測定を受けま

月５・６日︑第 回大田区

が主催して﹃憲法はどう変えら
に憲法とはどういうものなのか

てくださり︑どんなものか︑こ

切さを話していけそうです︒そ

「のびのび3Ｑ体操」で心身ともにリフレッシュ

れようとしているのか！〜
条・９条を掘り下げて〜﹄と題
をお話いただきました︒参加者

した︒

して子どもたちのためにも私た

姿勢をつくり︑呼吸法により心

した憲法学習会を池上会館で開

れから私たちが声を大にする活

憲法学習会

手配りボランティア募集

動が見えてきました︒ありがと

日㈯

「城南の保健」

からも多くの感想が寄せられま

うございます︒今日参加できな

ったつもりでも奥が

かった仲間にも現憲法を守る大

深く難しいと思いま

ちの役目が見えてきた学習会で

憲法の話はわか

す︒くり返し学習が

した︒
要なことを強く感じました︒通

草の根運動が差し迫って必
は︑防衛ではなく︑

常では聞くことのできない貴重

また︑集団的自衛権
引きずり込まれるこ

組合員のみなさんも︑班会や

たです︒
などに流されないよ

地域の集まりなどで憲法につい

な話を聞くことができて良かっ

うに見ていくことを

んか？ 学習会の開催について

て考える機会をつくってみませ

とだということを改

とを学びました︒

ださい︒

は生協本部までお問い合わせく

しないといけないこ
今日の話を聞き
日本の﹁９条﹂の偉

介護についてのご相談は下記までお気軽
に連絡をください。城南保健生協には３
カ所の訪問介護事業所（ヘルパーステー
ション）があります。

月

城南の保健は組合員と協力医療機関、
事業所職員のボランティアによって、手
配りで配達されています。手配りは組合
員どうしの助け合いでも大変重要な活動
です。手配りボランティアをして下さる
方には援助金が出ます。みなさんのご協
力をお願いします。
23
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海部弁護士の講義、会場はいっぱいに

9件
6件
6件
18件
20件
32件
14件

「私の骨密度はどうですか…」

東京南部生協池上センターまつり（9月21日）

した︒

41

催しました︒新日本婦人の会大

憲法 条︑９条の内容がよ
96

めて聞き︑マスコミ

•

必要だと思います︒

•
•

2
0
1
3

介護ホットラインのご案内

9

田支部︑池上９条の会の協賛も

10

14
96

東品川１丁目６〜34
南品川１丁目
南品川２丁目
旗の台５丁目
二 葉１丁目12〜23
池上６丁目
中 央４丁目

3762ｰ0106 すずらん（平和島）

•

9
あり︑参加は 人でした︒
65
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