数

19,561 人
出

資

口

数

90,214 口
3 月の新規加入

137 人
3 月の増資口数

306 口

﹁社会保障解体﹂にむけた
稔

医療・介護保険改悪が目の前に
為壮

まず︑医療分野では︑①大田

す︒①要支援１︑２の費用の約

つの切り捨てが提案されていま

うに準備されてきたのか︑民主

質︑社会保障解体方針がどのよ

次号では︑社会保障理念の変

││＊││＊││＊││

会保障の大きな柱である医療・

を制限し再編させるために︑都

た︒②そのうえ法案では︑病床

万床減らす方針を打ち出しまし

円以上︶の利用料を１割から２

上の所得者︵年金収入２８０万

市町村の事業に移行 ②一定以

た﹁社会保障制度改革推進法﹂

公明党の談合によって強行され

党政権当時に民主党・自民党・

する施設の部屋代・食事の徴収

割に引き上げ ③低所得者に対

会保障拡充の意

をふり返り︑社

月︶以降の流れ

︵２０１２年８

日常生活において自

転車は欠かすことが

が︑今年は３月の日曜夜の開催

年１月の金曜に行っていました

３月 日㈰に開催しました︒毎

恒例のダンスパーティーを

レッスンでは
﹁こうだったっけ︑

積み重ねてきました︒週１回の

とで︑３ヵ月以上前から練習を

ション﹂にとりくもうというこ

のパーティーでは﹁フォーメー

月より新しい先生となり︑今回

大人の自転車で練習したもので

用の自転車のある家は少なく︑

も多い︒そんな世代では子ども

車を贈るシーンを覚えている人

ての児童が恩師に通勤用の自転

十四の瞳﹄で︑かつ

あふれています︒﹃二

ダンス・ダンス・ダンス

となりました︒時期の変更で︑

ああだっけ﹂などと和気あいあ

商店街には自転車が

できません︒駅前や

どのくらいの方が参加されるか

いの雰囲気でしたが︑当日はド

今年１年︑楽しくダン

うふ屋さん︑お巡りさん︑み

に残りました▼郵便屋さん︑と

す︒それ故にはじめて自転車の

ス教室にとりくみ︑来年

んな自転車で街の風景に溶け込

キドキしながらも︑なんとか披

も盛大なパーティーを開

んでいました︒とりわけ郵便屋

来たりすると︑胸がワクワクし

さんの赤い自転車が自分の家に

ました︒先生が自転車で１軒１

今回︑参加された１人

に加入してくださいまし

ダンス教室は毎週金曜午

様々な問題を引き起こしていま

の自転車の大量普及は︑一方で

キしたものです︒しかし︑現在

軒回ってくる日は︑胸がドキド

後７時から六郷文化セン

の事故も上昇傾向にあります▼

す︒交差点での自転車と自転車

夕方スーパーの前に無造作に置

ター︵京急六郷土手駅︶

ある方は生協本部までお

かれた自転車は︑交通の妨げに

に行政の見守りが必要です︒

は︑利用者の意識の向上ととも

転車の安全を確保するために

るのは困難がともないます︒自

ます︒その一つひとつを習得す

様々な禁止項目が定められてい

酒運転︑携帯電話はもとより︑

罰則もあります︒２人乗り︑飲

のない道にも適用されるもので

なりました︒車道・歩道の区別

行され︑義務づけられるように

で︑いま自転車に新ルールが施

凶器にもなります︒そうした中

す︒自転車は便利だけど︑時に

りには利用しにくいのが現状で

くは幅が狭く︑子どもやお年寄

されている自転車スタンドの多

なっています︒公共施設に設置

問い合わせください︒

で行っています︒興味の

なお︑城南保健生協の

た︒

の方が︑新しく保健生協

きたいと思います︒

乗れた時の感激はいつまでも心

不安でしたが︑蓋を開けてみる

「北品川から東大井」

露することができました︒

と︑昨年を大きく上回る 人の

六郷ダンス教室では昨年７

方が来てくださいました︒
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品川大名屋敷跡ツアー 第2弾！
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城南保健生協は３月 日㈮︑仲間増やし年間目標
７００人を達成しました︒２年連続の目標達成です︒
理事会︑共同組織である城南福祉医療協会︑城南
医薬保健協働と﹁社保・共同組織委員会﹂を中心に
目標達成にむけてとりくんできました︒２年連続の
目標達成は︑城南３法人の今後の力になり︑地域の
みなさまとますます共同し︑運動を発展さていく土
台です︒
最後の最後まで︑目標達成のためにご尽力いただ
きました︑組合員︑職員のみなさん︑本当にお疲れ
さまでした︒今後も地域の方々と職員が一体となっ
て︑さまざまな運動を展開していきましょう︒

１年間本当にお疲れさまでした

にさらに拍車をかける大改悪で

社会化﹂の理想とは程遠い実態

２０１４年度は︑新しく組合員になられたみなさ
んにも︑生協のとりくみに積極的に参加していただ
きたいと思っています︒年間を通してさまざまな行
事もあります︒健康診断も多くのみなさんに受けて
いただきたいです︒そして︑地域での助け合い活動
や︑班︵グループ︶での学習会にも力を入れていき
たいと考えています︒
楽しそうなこと︑できそうなこと︑興味のあるこ
とから︑ぜひご参加ください︒

こうした仕組みで厚労省は︑

を制限します︒

大田病院や城南保健生協の事

す︒
業にも大きな影響を与える内容

高齢化のピークを迎える２０２
れる病床を１５９万床に減らす

度とされており︑国民的な世論

です︒しかも︑実施時期が 年

５年には︑２０２万床必要とさ
計画を出しています︒

介護分野の大改悪

を急速に盛り上げて改悪を食い

病院のような﹁７対１病棟﹂
︵患

イサービスを保険から外し︑区

６割を占めるヘルパー派遣やデ

止める必要があります︒

閣の社会保障解体が実施に移さ

者７人に看護師１人配置︶を︑

介護分野は︑大きくわけて４

れようとしています︒４月１日

現在の 万床から︑２年間で９

﹁医療・介護総合
法案﹂
の主な内容

城南福祉医療協会
１月から開始された第１８６
通常国会も中盤にさしかかって

から衆議院で審議が開始された

きました︒いよいよ安倍暴走内

﹁医療・介護総合法案﹂で︑社

た︒法案には︑主なものだけで

道府県に対し医療供給体制を調

を強化 ④特養ホームの入所者

生協本部まで（3762−0266）

お申し込みは

介護分野の改悪が提案されまし

整する権限を与えます︒医療機

を原則﹁要介護３以上﹂に制限

500円（資料代・保険料）

参 加 費

も医療法や介護保険法など︑

本以上にもおよぶさまざまな法

関が都道府県に対して︑どんな

義について話を

機能の病院にするか報告し︑そ

する︑などの内容です︒介護保

ぞれ徹底審議が必要な内容をひ

れにもとづいて都道府県が﹁地

改正が盛り込まれており︑それ
とまとめに数の力で押し通そう

すすめます︒

（北改札口を出て右、保健生協の緑の旗が目印）

!!
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険制度開始から 年︑
﹁介護の

（コース短縮の場合あり）

2年連続
仲間増やし目標

域医療ビジョン﹂を策定し病床

午前9時 ＪＲ大崎駅東口

集合場所

36

70

今回はＪＲ大崎駅から京急立会川駅まで。立会川
といえば、坂本竜馬で有名な土佐高知藩下屋敷（鮫洲
別邸）。その他にも、松江藩松平家、佐土原藩島津家、
鹿児島藩島津家の下屋敷がありました。江戸時代の
人間ドラマに思いを馳せながらウォーキングしましょ
う！（全体で３時間程度、お弁当は必要ありません）

祝
10

華麗に決めた早春ダンスパーティー

6月1日（日）雨天決行

開 催 日

15

700人達成!!
やっ
たー
としています︒
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再生紙を使用しています。
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