［1］2017 -

2018 年合併号

あなたが主役でいられるまち、ふれあいの

わ

が未来をつくる（当生協基本理念）

No. 465

16.927名

支部・組織名

2018年度から始まる中期計画は、
みんなが“わくわく”できるような活動計画づくり、
題して「わくわくプロジェクト」とし、
理事、組合員が共に、策定に取り組んでいます。

552.398千円

新５ヵ年計画スタートを素晴らしいものにしましょう！

2017 年 2018 年

わ

合併号 No.465

目標

00人

2,0達成！
西尾久 7・8 丁目支部（ビーズづくり）

梶原診療所利用委員会

（血管年齢測定）

開催日時

会 場

会 費

堀船１丁目支部

2/17
（土）12 時

堀船 1 丁目町会会館

500 円

堀船２丁目支部

1/26（金）18 時

ふれあいセンター

500 円

堀船集合住宅支部 1/29（月）12 時

ふれあいセンター

1,000 円

上中里支部

1/16（火）12 時

ふれあいセンター

1,000 円

梶原地区 …… ☎ 3911-2005（鈴木）

栄町支部

1/19（金）13 時

ふれあいセンター

500 円

飛鳥山支部

2/10（土）12 時

滝野川東ふれあい館

500 円

西尾久７・８丁目
支部

1/17
（水）12 時

ふれあいセンター

500 円

小台宮城支部

未定（決まり次第
ご連絡します）

500 円

堀船４丁目支部

500 円

1/27
（土）12 時

堀船 4 丁目団地集会所

宮の前診療所創立25周年記念
式典を開催する運びとなりまし

宮の前診療所（おでん販売）

た。西尾久1・2・3丁目支部、西尾
久4・5・6丁目支部、東尾久支部の
「新春の集い」を兼ねています。

子育て教室（お面・くじ販売）

オレンジほっとクリニック、健康まつりに参加

皆さん、ぜひご参加ください。

宮の前地区
●ふれあい粋、活き
（いきいき）サロン「あっぷる会」健康チェック
日
時：1月11日(木) 午後1時30分〜2時30分
場
所：あっぷる館（小台通り）
※12月はお休みです。

●西尾久東長寿会
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開催日 月 日

名 増 資 ２︑

２６

▼︹報告事項︺

①９月加入

６９８千円 班会開催９月

･

1月

日程 : 2018 年1月14日
（日）
行先 : 七福神めぐり
集合 : 田端駅 9 時

2月

日程 : 2018 年2 月11日(日)
行先 : 赤羽から岩淵水門
集合 : 田端駅 9 時

■ 公園・施設めぐり
（東尾久支部主催）

理事会
から

日程 : 2018 年1月18 日（木）
行先 : ゆいの森あらかわ
集合 : 都電「荒川二丁目」停留所 10 時 30 分

宮の前

■ 歩こう会
（みやまえウォーカーズ）

2017年度

瓦版

テレフォンサービス【２４時間】医療相談、急病、
夜間のお問合せ
東京都健康局ひまわりテレフォンサービス ……………… ☎ ５２７２-０３０３
東京都消防庁テレフォンサービス #7119 ……………… ☎ ３２１２-２３２３

％

場 所：江北休日応急診察所
（足立区西新井本町２−３０−４０）
☎３８９６−４０１０
診療日：１２月２９日
（金）
〜１月３日（水）
受付時間：午前１０時〜１１時３０分
午後１時〜３時３０分

３６

班②９月診療所外来

年内：
１２月２９日（金）午前診療で終了
年始：１月４日（木）午前 10 時〜

足立区休日診療

９５

在宅数昨年比１０１％訪問

ふれあいファミリークリニック

荒川区報をご覧ください
宮の前診療所当番日
1月 3 日（水）午前１０時〜午後９時

系延数１１６％

年内：
１２月２９日（金）午前診療で終了
年始：１月４日（木）午前 10 時〜

荒川区休日診療

▼︹協議検討事項︺

宮の前診療所

①８月度の経営状況②職員

さとし

悟史

年内：
１２月２９日（金）午前診療で終了
年始：１月４日（木）午前９時３０分〜

入職人事③改定育児介護休

新年の理事長挨拶

組 合 員の皆さま ︑明けましておめでと うござい

ます︒健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し

上げます︒

昨年は当生協にとって
﹁みらい五ヵ年計画﹂
の最

終年であり︑総仕上げの年でありました︒
この５年

間で生協組織基盤の整備を行いながら小台・宮城

地域にふれあいファミリークリニックの開設︑新梶

原診療所建設︑
オレンジほっとクリニックの開設と

いう事業拡大を進めることができたことはひとえ

に組合員の皆様の熱意と努力のたまものと思って

います︒
心よりお礼申し上げます︒

さて ︑海 外でも 国 内でも 格 差 が 拡 大 していま

す︒経 済 格 差にお け る 米 国 や Ｅ Ｕでの 動 き は 歴

史的な転 換点であることを示しています︒国連が

月協同組合を﹁無形文化遺産﹂
に登

２０１２年を国際協同組合年と定め︑
ユネスコが

２０１６年

録しました︒﹁共通の利益と価値を通じてコミュニ

ティづくりを 行 うことができる 組 織であり ︑雇 用

の創出や高齢者支援から⁝︑様々な社会的な問題

への創 意工夫あふれる 解 決 策を 編み出している ﹂

としています︒協同の力で格差・貧困から命とくら

しを守ることができ︑持続可能な社会発展に貢献

できると言えます︒

新年度から新しい５ヵ年計画をスタートさせま

す︒計画・方針づくりは当生協の新理念と３つのク

レドに基づき ︑理 事 会 と 組 合 員が健 康づくり ︑ま

ちづく り ︑組 織づく りの３つのチームに分かれて

検討しています︒少子・高齢化社会︑格差社会とい

われる情勢の中でＷＨＯヨーロッパ委員会の提唱

する﹁健康の社会的決定要因﹂
の考えを踏まえ︑健

康格差・介護格差をこの地域でできる限り縮小し

ていきます︒

最後になりましたが︑皆様の幸せと健康を願い

挨拶とさせていただきます︒

、

ひじや

理事長 土屋

オレンジほっとクリニック

場 所：北区医師会館２階
（北区王子２−１６−１１）
☎５３９０−３０１１
診療日：１２月２９日（金）
〜１月3日（水）
受付時間：午前１０時〜午後９時３０分

業法④梶原内視鏡ビデオス

年内：
１２月２９日（金）午前診療で終了
年始：１月４日（木）午前９時３０分〜

■梶原デイサービスに空きがあります。申込・見学を受け付けています。連絡先☎03-3911-7265

※12月、1月はお休みです。

コープ購入
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北区休日診療

第 回理事会

−

開催日 月 日

▼︹報告事項︺

月加入１１８名 増資

１０

①

２︑５ ５ ９ 千 円 班 会 開 催

月診療所外来

梶原診療所

東京土建北支部（包丁研ぎ）

※オレンジほっとクリニックは、東京都の地域連携型認知症疾患医療センター指定医療機関です。

１１

班②

健康づくり委員会（棒つかみ）

野津弓起子

臨床心理士

９９

１０

年末年始の診療体制のご案内

ぐむ方もいらっしゃいました。
何かに挑戦し続けること、
仲間と感動を分かち合うことの素晴

オレンジほっとクリニック

月

これまでの人生で培ってきた力を感じました。発表後、誇らしげな笑顔で互いを讃え、涙

１０

％訪

そして本番。口々に緊張を表されていたのが信じられない程、皆さん堂々としていて、

２９

在
･ 宅数昨年比

歌詞を見ないで歌う方まで現れました。

９５

％

声が出るようになったことに喜ぶ方や、伴奏が無くても鼻歌で歌いだす方、最後には、

問系延数１３０％

王子消防署第一分団（救命体験）

少しずつ歌詞を区切りながら、毎週練習を重ねました。発表が近づくにつれ、
大きな

らしさを改めて感じ、思い出に残る一日となりました。

健康チェック

開催日時：1月31日（水）11時〜15時
場
所：サンパール荒川 小ホール
会
費：１，
０００円（申し込み時）
内
容：記念講演・懇親会・
アトラクション発表
申込受付：宮の前診療所 ☎03-3800-7111
担当：北條
申込締切：１月10日
▼︹協議検討事項︺

アトラクション（職員バンド）

①９月度の経営状況ならび

です。発表する 2 曲のうち 1 曲はアイドル
「嵐」の
「ふるさと」を選びました。

に上半期状況②職員入職人

まつりの準備を進めてきました。昨年に引き続き、利用者の方と合唱の発表

事③年末賞与④北区おたが

いさまネットワーク

オレンジほっとクリニックの通所リハビリ LIFE PACE では、
夏から健康

利用者の方にとって初めての曲を数か月で習得することは、大きな挑戦です。

板

宮の前地区 … ☎3800-7201（丸山）

1,000 円

江南区民事務所

示

●無添加味噌づくり

日
時：2月9日（金）14時〜
場
所：ふれあいセンター
※手作り味噌、
仕込み済み味噌ともに2,500円
※容器 1,500円
※申し込み締め切り 1月26日（金）まで

梶原（堀船３丁目）
1/27
（土）
12時30 分 堀船 3 丁目町会会館
支部

2018 年合併号

「宮の前診療所のふれあいの わ を未来に」

11月12日、5年ぶりに北区堀船4丁目
新聞社工場敷地をお借りし、
健康まつりを行いました。
写真で会場の雰囲気をお伝えします。

ふるさとに響け、挑戦の歌

掲

地区共通

宮の前診療所 25 周年記念式典のご案内
新聞社公開歩道（フリーマーケット）

［4］2017 -

が未来をつくる（当生協基本理念）

健 康 づくり委 員 会

2018年新春の集い日程のご案内

2018
201
20
18 年

（2017年 11月末日現在）

あなたが主役でいられるまち、ふれあいの

No. 465

［3］2017 -

2018 年合併号

あなたが主役でいられるまち、ふれあいの

わ

が未来をつくる（当生協基本理念）

No. 465

No. 465

あなたが主役でいられるまち、ふれあいの

わ

が未来をつくる（当生協基本理念）

［2］2017 -

2018 年合併号

堀船集合住宅支部

堀船4丁目支部

堀船2丁目支部

堀船1丁目支部

堀船集合住宅支部は、ふれあい医療

堀船4丁目支部では4ヶ月に1度のひま

あけましておめでとうござい

堀船１丁目支部が結成され、今年１月

生協の13番目の支部として、昨年9月

わりの集い
（お誕生日会）
を開催してい

ます。

で５年６ヶ月を数えます。
この間、組合

に結成総会を開かせて頂いた新支部

ます。
毎回25名位の参加があり役員一

毎年抱負を考えますが、役員

員の皆さんの協力を得て、機関誌配布

でございますが交流がまだ深まってい

同大変嬉しく、
ありがたく思っておりま

が元気で行動ができればよ

担当者を増やし、郵送による配布を無

ないため、今後は基本理念の
「わ」
の考

す。
時にはスタッフを招いての勉強会も

いと思います。

くしてきました。学習会を年２回開催

えを大切にしながら生協活動に参加し

同時に開催して和気藹々で楽しい時間

昨年サロンとして写経をいた

するなど支部活動の充実も図っていま

て頂けますよう委員と共に努力したい

を過ごしています。
支部の活動も大変

しました。今年も引き続き写

す。最近では、支部運営委員会終了後、

と考えております。幸いな事に、輪投げに詳しい人が数人おりまして、輪投げ班

厳しい状況ですが「いつも楽しみにしています」頑張ってねと声をかけられると励み

経を致します。

「たいよう」が誕生いたしました。第1回目の班会を元気に開始しました。皆様

になります。
今後も共に支え合って
「きづな」を大事にして気軽に活動に参加して頂け

他の支部と交流をしたいと思

が飛び交い、脇道にそれることも。
また、
月１回の増資訪問活動も引き続き行う

る支部を目指して頑張ろうと役員一同思っております。
本年も宜しくお願いいたします。

っております。

予定です。

の参加を募集致しております。

「いのちの章典」
の読み合せを行っています。
その後はトークの場。様々な発言

栄町支部

上中里支部

今年は支部結成から5年目を

組 合 員の高 齢 化もあ

迎えます。町会主催のイベント

り、
各活動が小規模に

などに参加しながら、組合員の

なりつつありますが、
今

を 進 め 、他 支 部 の

皆さん、地域の皆さんと交流を

年も元気で明るく楽しく

取り組 みも参 考 に

深めたいと思います。
また、
機関

活動して参ります。
また、

しながら一 年 頑 張

紙配布者などの担い手を増や

以下の2点について特

りたいと思います。

せるようにして行きたいと思います。
「さかえ ふれあい サロン」
を充実さ

に力を入れて参ります。

せ、
おしゃべり会、
お誕生日会、
学習会などの催しを取り入れ、
新しい参

①コスモス会
（お誕生日会） ②脳いきいき班会

加者が増えるようにしたいと思います。今年も支部の組合員の皆さん、

皆様本年もどうぞよろしく！

梶原支部

今年もよろしく
お願いします。

役員同士、
知恵を出
し合いながら活 動

地域の皆さんと一緒に楽しく活動を行いたいと思います。

飛鳥山支部

西尾久7・8丁目支部

昨年は、
新年会・暑気払い・ま

支部恒例のとん汁を食べて
「おしゃ

ちかど健康チェック・拡大訪

べり」
で、
年を締める行事も回を重ね

問二回の活動をしました。
飛

て１１回。昨年は、
１１月１５日、腕自

鳥山支部は滝野川一丁目〜

慢の委員のとん汁で温まったとこ

梶原健康づくり委員会

梶原診療所利用委員会

七丁目、
西ヶ原一丁目〜４丁

ろで、
これも３回目となる土屋理事

私たち、健康づくり委員会では地域まるごと

梶原診療所利用委員会では、地域組合員・

目、
上中里一丁目が範囲と

長の終活パート3
「死ぬことは生き

健康づくりのために
「青空健康チェック、健

職員組合員の参加と協同を大切に
「かかり

なっており、
発足2年が経ちましたが、
まだまだ地域組合員の方々に

ること」
のテーマでお話をいただき

康チャレンジ、健康まつりでの健康チェック

やすい診療所づくり」
を目指して活動してい

浸透していないように思われます。
今年の目標としては『範囲の組合

ました。土屋流第２の人生色分けの前期高齢期＝黄金の日々、後期高齢

等」を主催しています。
また、保健講座では

ます。診療所にある虹の声ボックスに投稿さ

員さんの認識向上』を掲げ支部担い手が出来ることを工夫し活動し

期＝いぶし銀の日々、
スーパー高齢期＝茜色の日々。
それぞれのカラーの

診療所の先生、看護師など専門職員の講義

れた虹の声や、地域の声は、診療所運営に

たいと思いますので、
飛鳥山支部の皆さんよろしくお願いします。

方たちが元気で日々を送りましょう！の一助となる活動を進めます。

をうけ、
自分の健康・家族の健康・地域の健

活用します。外来ボランティアの活動は、各

康を発信しています。

支部・委員会より参加して頂き、来所される

年1回の味噌づくり、子育て教室、
そして年2

患者さんを支える、診療所にとって大変頼り

回の二酸化窒素、
放射線量の測定等の活動

になる存在として定着しています。
『あなたの

を行っております。

声が改善に！』今後も是非、診療所に関する

皆様のご参加をお待ちしております。

ご意見をお聞かせ下さい。

子育てサポート部会

東尾久支部

専門家による、乳幼児の保護者に対す

健やかに新年をお迎えのこととお慶び

る講義と、組合員ボランティアによる保

申し上げます。東尾久支部では年間を

育を行う
「子育て教室」
の活動は、小児

通して「自分の死を考える会」、公園・

科倉信医師中心に30年間の実践をし

施設めぐり、
うどん教室、地域の盆踊り

てきました。平成29年度の全国外来小

大会への出展、
うたう会などの活動を

児科学会では、
その実績が認められ、

行っており、今後も大切に続けていき

倉信医師が最優秀賞を受賞しました。

たいと思っています。
また、皆さまと食
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