か っ た り、 メ ン テ ナ ン ス（ ク

歯 医 者 に 通 う の は、 歯 が 痛

義歯そのものに使い慣れるの

ばりについての治療になります。

す。それは舌の使い方や食いし

すが、そうでない仕事もありま

具を、技工士に依頼して製作し

に蓋をする機能の補助をする装

や、鼻に食べ物がいかないよう

込みのために上顎に着ける装具

リ科の医師といっしょに、飲み

そして、言語聴覚士やリハビ

根につけるリハビリをします。

ように、舌先を上の前歯の付け

食べる時以外に歯を合わせない

します。食いしばりの方には、

の子ども、３人の同伴者の方が

レンジ」を初めて開催し、６人

に「夏休み子ども歯みがきチャ

き習慣を身につけてもらうため

どもたちにきちんとした歯みが

南保健生協の３団体共催で、子

東京南部生協、大田歯科、城

に、ご家族からスタンプを貼っ

いました。渡されたカレンダー

歯みがきについてを学んでもら

するための講義、きちんとした

らい、歯みがきの大切さを理解

まず、７月

参加しました。

その７

『夏休み子ども歯みがきチャレンジ』を開催

「こども食堂」やっています

日時：９月30日㈯～ 10月１日㈰
10時～３時30分

毎月１回、みんなで楽しく手づくりごは
んを食べています。歌やマジックなども
やっていますよ。ちょっとのぞきにきて
ください。

今年も骨密度測定で参加。10月１日㈰午後１時
30分からは、「ころばん体操」も開催。

次回は 10月20日㈮ 午後５時30分～７時

場所：大田区消費者生活センター

（途中入室、途中退出大丈夫です）

◦場所

ヘルパーステーション
グ ル ー プ ホ ー ム

で働く仲間募集！

城南保健生活協同組合は、
地域に根付いた医療生協です。
誰もが安心して住み続けられるまちづくり運動を行う中
で、ヘルパーステーションやグループホームの運営も行っ
ています。ぜひ、ご一緒に働いてみませんか？
☆非常勤職員
＊職 種 介護ヘルパー
＊資 格
ヘルパー２級、または介護福祉士の資格をお持ちの方
＊勤務地
「グループホーム虹の家しおかぜ（大田区大森東）
」
「グループホーム虹の家みちづか（大田区新蒲田）
」
「ヘルパーステーションすずらん（大田区大森中、馬込、
品川区豊町）
」
＊毎日働きたい、週３日くらい働きたい、宿直で働きたい、
土日に働きたいなど、ご相談ください。
＊時給 ヘルパーステーションは1,350円以上
グループホームは1,050円以上（無資格でも可）
＊ボランティアでお手伝いできる方も大歓迎です
お問い合わせは 城南保健生活協同組合 担当：横山まで
〒143ｰ0012 大田区大森東4ｰ6ｰ15ｰ101 ℡03ｰ3762ｰ0266

ハビリは、奥舌を上げるのと舌

先を前歯の後ろにつけることを

日に集まっても

てもらうのを励みにして、翌日

からきちんとした歯みがきに取

り組みました。

２
２

大田歯科だより

吉 田 心 一

歯科医療とリハビリテーション

リーニング）だったりさまざま

も大切なリハビリの治療ですが、

第45回大田区生活展

そして、２週間後の８月５日

に再び集まってもらいました。

そこで野菜、果物、お菓子の食

べ比べなどを行い、歯みがき。

どのお子さんも２週間しっかり

歯みがきができていたので、歯

科医師から表彰状と記念品が授

与されました。

日㈯、大森中診療所裏

回なかしんまつ

１
２

なかしんまつり

７月

１
５

歯科医師

な理由があると思います。そし

とくに総義歯をお使いの方には、

また衛生士とともに歯ブラシ

を使った歯磨きも重要なリハビ

リです。初期の虫歯の治療のよ

うに、削って詰めて終わりとい

うような短期の治療とはなりま

せんが、このような治療もあり

歯みがきの大切さを学んでから実践です
の公園で、第

（できるだけ予約を 3762ｰ0266 担当：横山まで）

りを開催しました。

第２水曜日 13時～15時（9月13日・10月11日）

ます。

支部からの夏便り

六郷支部納涼会

大森中診療所１階 よろず相談コーナー

猛暑の中でしたが、公園に遊

毎月

８月１日㈫、京浜診療所で納

ご家族が認知症になったことで、お金の管理等に困っ
ていませんか？ 司法書士が相談にのります。

びにきた元気いっぱいの子ども

「成年後見専門相談」《無料》
場所

涼会を開催。あいにくの雨模様

大森中診療所１階

法律相談は月３回
第１水曜 13時～ 15時
第３土曜 10時～ 12時
第４水曜 13時～ 15時
（できるだけ電話予約を 6404ｰ2301）

たちや大森中診療所の看護師さ

【大田】 月曜～土曜 10時～ 12時（

ただし第３土曜日
は法律相談のみ ）

んの呼びかけで、小児科の患者

火曜と木曜 10時～ 12時
ゆたか診療所 ３階応接室

法律相談は月２回
第１水曜日 13時30分～ 15時30分
第３月曜日 10時～ 12時
（できるだけ電話予約を 3781ｰ4723）

場所

人と少なめでした。

さん親子もたくさん来てくれま

かき氷や綿菓子、ポップコー

した。

ンを食べながら、ヨーヨー釣り

やシャボン玉をみんなで楽しみ

ました。

どんな相談でも、弁護士の相談も受けられます
場所

毎年、平和への願いを込めて

まつりには“なまはげ”も登場

「よろず（なんでも）相談」無料
【品川】 毎週

で参加

行っています。恒例の東京南部

法律事務所『憲法クイズ』は、

黒澤有紀子弁護士が来てくれま

した。そして、組合員の山城さ

日㈯、「全国鵜の木ま

２
２

今年も楽しくまつりをやりました

２
５

次号で発表します。

全国鵜の木まつり

７月

つり」が大田区鵜の木で開催さ

れました。毎年、鵜の木・雪谷

支部は救護所として参加してい

今年は、珍しく心地よい風が

ます。

人行いま

吹き、参加者も多く賑わいまし

た。健康チェックも

した。ご協力いただいたスタッ

フのみなさんありがとうござい

ました。

２
０

んのサンシン演奏など、今年も

大いに盛り上がりました。

平和への願いを込めて

前回の答え

て、 そ こ で の 治 療 は ガ リ ガ リ

漕げる人が少なくなっ
ているらしい…

やったり、キューンと音がした

5月はゴールデンウィー
ク。9月は？

【応募方法】 ハガキに答え、住所・氏名・年齢をご
記入の上、下記へお送りください。
〒１４３‐００１２ 大田区大森東４－６－１５
サンマンション１０１
城南保健生協編集部まで
【〆切り】2017年11月10日（金）

たりもします。

まだまだ暑さが残ります

総義歯を上手に使いこなすリ

9月1日と言えば何の日？

答えがわかったら、ハガキに答えを書いてご応募
ください。正解者の中から抽選で５名様に図書カー
ドを贈呈します。なおハガキの余白に簡単なお便り
を書いていただければ幸いです。当選者のお名前を
紙面で紹介しますので、匿名希望の方はその旨明記
してください。ご応募、お待ちしております。

バネでしがみつく歯がないので、

「８月で引退」

kikansi@jonanhoken.gr.jp（4）

りする、歯そのものに治療をす

解き方は、イラスト横の２重ワクの７文字を並べ
ると、ある言葉になります。それが答えです。
答えのヒントは

愛

E-mail

吸盤の原理で吸い付くため特殊

健

な技術が必要となります。

佐藤

保

ることを想像される方が多いと

イラスト

の

主な仕事はそのようなことで

パ ズ ル

第13回

南

思います。

城

２０１７年９月１日（９月号）

大甚コーポ301号室
（大田病院の向かいの建物）

◦誰でも参加できます
「こども食堂」
として場所
◦大森東周辺で
を貸していただける方を探しています
◦詳しくは

第８回

生協本部
3762-0266

横山まで

うたカフェのご案内

日時：10月16日㈪ 13時～ 15時
会場：橋本ビル３階 ギャラリー橋本
（大田区西蒲田8-3-6）
ＪＲ蒲田駅南口より徒歩３分
参加費：200円（お茶・お菓子代）
定員は会場（消防法）の関係で先着60
名までとなります。

