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んで６個作る。④フライパンに
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城南保健生協のLINE公式ア
カウントを開設しました。
右記のQRコードを読み込む

そと生地がよく合います。

歯科医師
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＜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
＜対象事業所・問い合わせ先＞
大田病院 03-3762-8421
（医事課）
大田歯科 03-3762-0418
（小川）
大森中診療所
03-6404-2301
大田病院医療相談室 いつでもご相
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。

城南福祉医療協会は、無料低額診療事業をしています

医療費のお支払いで
お困りの方はご相談ください

ていることがあります。

当時の出来事で強く記憶に残っ

スけやき」は

年になります。

つとしてはじめた「配食サービ

城南保健生協の地域活動の１

も出てこないのよ」と皆さん心
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か？」と尋ねると、「お弁当は
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配食サービス
「けやき」
の
名和厚子
活動に携わって

無料低額診療事業と
は…経済的理由により
必要な医療が受けられ
ない方々に、安心して
治療を受けていただく
ための制度です。
利用するためには…
収入状況等確認・申請
による審査のうえ、か
かった医療費の保険診
療分が無料または低額
になります。

（女子栄養大学
食生活指導士1級）
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