●

三ツ木お食事会

年３～４回

三ツ木会館

●

うのきお食事会

不定期開催

うのき診療所

●

南大井いこいの場

支 部 だ よ り
３月の最初の土曜日、各地で

なりました。

さまざまな集いも企画されてお

大森・糀谷支部
３月２日㈯の午後２時から、

挨拶・乾杯・歓談のあと、春

人の方が参

りどのくらいの方が来てくださ
るか…でしたが、

大森南地域集会所で大森・糀谷

の歌をみんなで歌ってから、大

基本第３金曜日 東矢口組合員さん宅
12時～ 13時30分 参加費500円
（植田栄一）

共同組織からの参加者が多くみ

で訴えました。民医連の職員や

政治を実現しよう」と御徒町ま

「いまこそ原発ゼロを決断する

とれ」とのプラカードを掲げ、

来の希望」「国と東電は責任を

した。集会後は「原発ゼロは未

が多くの参加者の感動を呼びま

払う一歩になる」とのスピーチ

なることが私たちの苦悩を取り

運動をしています。原発がなく

ればと思い福島で原発をなくす

していました。でも何かしなけ

んの「震災のことを忘れようと

楢葉町から避難した松本友子さ

各界の代表あいさつの中でも、

した。

野公園野外ステージで開かれま

「福島を忘れない」
全国集会に１３００人
東京電力福島第１原発事故か

市民と

ら８年を前に９日、「福島を忘
れない３・９全国集会

野党の共同で原発ゼロへ」が上

南大井シルバーセンター
東矢口お食事会

られました。

協力医療機関を通してお手続

協 本 部（ ３ ７ ６ ２

きください。ご不明な点は生

城南保健生協では健康なまち

６）まで。

②

０２６

づくりのために、健康増進活

ぜひ、増資にご協力お願いし
ます。

「増資（１口＝１０００円）」
●

は、プラスしてお金を預けて

いただくシステムです。

皆さまからお預かりした出資

お引っ越しなどで、住所の

変更がありましたら、生協本

部まで連絡をお願いします。

城南保健生協を脱会、また

は減資するには、死亡の場合

月

日

ま た、 申 請 が あ り ま し た 減

を除き、４月１日～

資、脱会による返金は年度末

にもとづき、生協の運動、事

金となります。

までに申請をお願いします。

出資金・増資に利息は付きま
●

終了後、４月の返金となりま

には返却されます。

定款

条第１項及び

条第１項の規定により、

１月～３月の期間は申請でき

お手続きの方法：城南保健生協

す（生協法第

せんが、生協を脱退するとき

業を行っていく上での運営資

金・増資は、生活協同組合法

●

①

動をより充実させていきます。

をやっています。場所はゆたか診療所の３階

事務局からの
お知らせ

●

増資のご案内

14時～ 16時

本部事務所に直接ご連絡いた

の保険診療分が無料または低額になりま

参加費
●

ません）。

申請による審査のうえ、かかった医療費

参加費500円

らくだカフェ

だくか、生協理事や支部役員、

度です。

03-3762-0418
（小川）

安心して治療を受けていただくための制

大田歯科

より必要な医療が受けられない方々に、

支部春のつどいを行いました。

１月の末あたりの夜に開催して

森糀谷支部恒例のビンゴです。

６）。誰でも参加できますので、

毎月第４金曜日 大森中診療所６階
10時～ 11時30分 参加費無料
●

毎月第４火曜日

これまで恒例の新春のつどいは、 加してくれました。

いました。今回、組合員さんか

たり、脳トレをしたり…。時に

らのご要望などもあり、初めて

はミニ学習会をしたりと、楽し

毎年、支部長の石川さんが考え
てきてくれます。今年は『川の

土曜日の昼間に開催することに

名前』のビンゴを行い、大いに
い時間を過ごしています。
開催日時や会場などは、各支

盛り上がりました。その後も後
出しジャンケンゲームなどをし
部で発行する支部ニュースやた

０２６

ただければ詳細をお教えいたし

た、生協本部へお問い合わせい

よりでお知らせしています。ま

て楽しい春のひとときを過ごし
ました。

カフェ・居場所
３７６２

などの職員が協力して、気軽に

ぜひお友だちを誘ってお越しく

ます（０３

集まれるカフェや居場所の取り
ださい。

各支部の組合員さんと診療所

組みが広がっています。お茶を

しょう。注意することは、①話

飲みながら歌を歌ったり体操し

回答はグループホーム

③「楽しむ」

②くり返しであっても話

虹の家みちづか看護師

ない

の内容が間違っていても否定し

大澤千恵子 さん

の腰を折らない

行う場合、回想のヒントになる

集団で治療や予防を期待して

の３点です。

ことがあります。聞いてもらっ

回想法は認知症の予防に役立つのです
か？

認知症Ｑ＆Ａ
Ｑ
回想法は、１９７０年

写真、文章、品物を用意する。

らうのがよいでしょう。うなず

たことで、自分の人生を見つめ

きながら聞いてあげましょう。

代認知機能の改善も期待

思い出すこと、語ること、聞

予備知識を持っているとさらに

それにまつわる話、ふるさと自

いてもらうことで効果が現れま

よい時間となるでしょう。

慢、輝いていた頃の話をしても

聞いてもらう行為、方法です。

す。実践する場合は、昔の記憶

直す機会になり生活が意欲的に

昔話をすると、脳の血流が増え

を蘇らせるきっかけ作り、語っ

なることもあります。

るという研究もあり、人に話す

できる心理療法として開発され

という行為が脳に刺激を与え、

てもらう環境作り、傾聴・共感

注意することは、嫌な思い出

活性化させるので認知機能の改

ました。自分の過去を人に話し

Ａ

いろいろやってます（オレンジカフェ六郷）
を無理に聞き出さないことです。

家庭では、アルバムを見たり、 「今日は、とても勉強になりま

が大切です。

衣類の片付けをいっしょに行い、 した」と皆さんの話に感謝する

また、高齢者の思い出話に耳

善も期待できるのです。

を傾けると、心が落ちつき認知

とよいでしょう。
思い出話に耳を傾けるとよいで

おれんじくらぶ

２
５

症の行動・心理症状が改善する

●

大田病院医療相談室 でもご相談
いただけます。また、お電話の際に
は「無料低額診療のことで相談した
い」とお伝えください。

す。

オレンジカフェ六郷

参加費200円
10時～ 12時

大田病院１階通所リハビリ室
毎月第３土曜日

●

偶数月第１土曜日 京浜診療所２階
10時～ 11時30分 参加費200円

池上日曜サロン

大森中診療所
03-6404-2301

利用するためには…収入状況等確認・

大田区・品川区で健康で安心して暮らせるまちづくりをす
すめています。出資金１口＝1000円から加入できます。毎
月の会費はありませんし、出資金は脱退時にご返金します。
城南保健生協は個人加入です。すでに組合員の方はご家族や
お知り合いに加入をお勧めください。詳しくは城南保健生協
まで（03－3762－0266）
。

毎月第３日曜日 池上文化センター
10時～ 12時 参加費300円
●

03-3762-8421
（医事課）

無料低額診療事業とは…経済的理由に

３
１

地域の皆さんが集まれる居場所です。ほぼ毎日何か

ゆたかの家

●

不定期 基本第３土曜日 三ツ木診療所１階
14時～ 15時 参加費100円
三ツ木カフェ

<対象事業所・問い合わせ先>

－

１
２

－

<対象となる方> 経済的な理由で
治療費の支払いが困難な方

医療費のお支払いでお困り
の方はご相談ください

１
９

後出しジャンケンで盛り上がりました

大田病院

城南保健生協へ加入しましょう

城南福祉医療協会は
無料低額診療事業をしています

１
０

－

●

原発ゼロを実現するために
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