城

２０１７年１２月１日

健

E-mail

組合員さんの声
調整してみたのですが納得いか

ずに断念。あ～、大田歯科に連

（できるだけ予約を 3762ｰ0266 担当：横山まで）

れてってあげたい…。

第２水曜日 13時～15時（12月13日・1月10日）

歳・女性）

毎月

大森中診療所１階 よろず相談コーナー

（

場所

「認知症Ｑ＆Ａ」はとても

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。

●

お問合せは

●

日時 12月22日㈮ 午後５時30分〜７時
（途中入室、途中退出大丈夫です）

●

前売り1,000円

城南保健生協（3762-0266）まで

第８回早春駅伝フェスティバル
２０１８年３月４日
（日）開催予定です
１０㎞を４人でタスキをつなぎながら走ります。
ファミリーでも気軽に参加できる駅伝大会です。
２．５㎞ごとにタスキリレーをします。タイムや
順位を競うのではなく、健康づくりのために、お友
だちやご家族でぜひご参加ください。コース・参加
費など詳細は新年号でお知らせします。

場所 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

●

大森東周辺で「こども食堂」として場所
を貸していただける方を探しています

●

詳しくは

第９回

「成年後見専門相談」《無料》

夏休みを利用して、小豆島

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）

●

大森中診療所１階

へ家族旅行に出かけました。新

場所

参考になります。身近に見聞き

【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 ）

日時：2018年１月12日
（金）
①14時〜 16時10分
②18時30分〜 20時40分

後援：大田区・大田区社会福祉協議会

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。

場所

会場：アプリコ大ホール（ＪＲ蒲田駅東口）

主催：
『この世界の片隅に』大田上映実行委員会

どんな相談でも、弁護士の相談も受けられます

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）

昭和２０年、広島・呉。
わたしは ここで 生き
ている。
昭和１９年、１８歳の
すずは軍港の街・呉へと
嫁ぐことになる。新しい
家族と平和な毎日のくら
しを積み重ねていく。し
かし、昭和２０年３月、
呉は空襲にさらされ、す
ずが大切にしていたもの
が失われていく。そして、
昭和２０年の夏がやって
くる…。

（当日1,300円）
小中高生は当日800円で入場できます。

「こども食堂」やっています

火曜と木曜 10時〜 12時
ゆたか診療所 ３階応接室

６
２

『この世界の片隅に』上映会のご案内

料金：一般・シニア

「よろず（なんでも）
相談」無料
【品川】 毎週

幹線とフェリーを乗り継ぎ、少

○募集演目…ダンス、楽器演

●舞台出演規定

奏、歌（民謡、詩吟、合唱

など）、手品などなど

○募集作品…書道、写真、絵

●展示出展規定

画、絵手紙、手芸作品など

○軸装、額装等は出品者にお

いて行ってください。展示

は実行委員会で行います。

※出品料・出演料の徴収、出品・

出演の謝礼のはありませんの

でご了承ください。

０２６６）。

お問い合わせは、生協本部ま

で（３７６２

参加申込・お問い合わせは
生協本部 伊藤まで（3762−0266）

するので、自分がそうなった時

500円（資料代）

に理解してもらうのにとても役

（12時30分解散予定）
集合場所 小田急線鶴巻温泉駅改札前
（グリーンの生協旗が目印です）
参加費

－

１月13日
（土）午前９時集合

し長旅でしたが、島ならではの、

時

のんびりゆったり、そしておい

日

立つ内容です。いまは１人暮ら

毎年１月の初めに大人気企画「新春ハイキ
ング」。今年は、場所を神奈川県秦野市の弘
法山のハイキングを行います。
道中、天気が良ければ富士山が一望できる
コースです。小田急線の鶴巻温泉駅に集合し
て、解散は秦野駅になります。7.5㎞で約３
時間半を予定しています。多少のアップダウ
ンがありますのでご注意ください。多くのご
参加お待ちしております。

しい空気の中で過ごせました。

「新春弘法山ハイキング」

しです。娘たちにもこのコラム

年の初めにみんなでハイキング!!
今年は…

１歳のわが子も初海水浴を楽し

第６回城南文化祭

会場と開催日時決定

来年６回目を迎える

『城南文化祭』。来年は

大森スポーツセンターで

開催します。出演・出品、

大募集です。日頃のサー

クル活動のひとつの目標

として、また宣伝の機会

として皆さんの出演、出

品をお待ちしています。

皆さんどしどしご応募く

ださい。

2018年２月17日（土）
展示 正午〜午後３時（予定）
舞台 正午〜午後３時（予定）
会場 大森スポーツセンター小ホール
（京浜急行「平和島駅」下車徒歩７分）

ウサインボルト

当選者（応募数１２）
荒井好子、金井 妙、佐藤友彦、津澤よし枝、元橋昌子

そろそろ書かないと⋯

日時

７
４
歳・女性）

お池にはまってさあ大変

（

前回の答え

３
３

と思います。

【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４-６-１５-１０１
サンマンション
城南保健生協編集部まで
【〆切り】２０１８年１月９日（金）

今年もあと少し
飲むぞぉ

生産量日本一は青森県

をよく読むように伝えておこう

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。

歳・女性）

「さわやか律子さん」

田舎に住んでいる母が入れ

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

kikansi@jonanhoken.gr.jp（4）

●

佐藤

保

んでいました。（

イラスト

の

歯を作りました。何度も通って

パ ズ ル

第14回

南

生協本部
3762-0266

横山まで

うたカフェのご案内

日時：12月18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。

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

