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班 数

11,986世帯（前月比+37人）
237,979千円（前月比▲3,017千円）
157班2,652名 （前月比+1班+9名）

［ホームページ］

http://www.saga-iryou-s.or.jp

発行：機関紙編集委員会
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医療福祉生協は 1997 年から毎年 2 月 14 日のバレ
ンタインデーに合わせて、地域のみなさんに医療福祉
生協を広くお知らせする「虹のバレンタイン行動」を実
施しています。
これからの社会保障制度はどうなってい
くのか、どうあるべきなのかを考え、全国で社会保障改
善に向けたとりくみを広げましょう。
今年のテーマは
「社会保障の改善」
です。
＜各支部の行動予定＞

♥2/5
（金）11:30 ～
佐賀北支部

（コープ新栄店）
♥2/11
（木）16:00 ～
ありあけ東支部

（川副町内スーパー）
♥2/12
（金）11:00 ～
鳥栖三養基支部

（鳥栖駅前）

昨年の
バレンタイン
行動の様子

♥2/12
（金）15:00 ～
多久小城支部

（小城市内スーパー）

肝炎ウィルス検査（血液検査）
を受けてください！
！
ご存知ですか？佐賀県は 16 年連続「肝がん死亡率全国 1 位」の県なのです。
その肝がんの原因の 80％が肝炎。肝炎は自覚症状がないため、気づかないう
ちに慢性肝炎、肝硬変、肝がんに進展してしまいます。なぜ特別に佐賀県で
肝炎が多いのかという理由ははっきりしませんが、ひとつは筑後川流域に生息
していた「日本住血吸虫」と考えられています。また、戦後から昭和６３年頃
まで行われた集団予防接種における注射器や注射針の使い回しが肝炎ウィルス
を蔓延させました。
佐賀県では「肝がん死亡率全国１位」の汚名を返上するため平成２０年から
２０歳以上の方を対象に「肝炎ウィルス検査」を行っています。肝炎ウィルスに
感染していることがわかったら治療を受けることを条件に、一度だけ無料で検
査を受けることができます。
神野診療所や多久生協クリニックでも、予約なしで受けられます。
( 文 / 看護部長：有馬 裕美 )

①過去に健康診断等で肝機能異常を指摘された方。
②母子感染予防策が実施されていなかった昭和 60 年
以前に生まれた方。
③家族に肝炎または肝がんの患者さんがいる方。
④平成 4 年以前に輸血を受けた方。
＊上記に当てはまらなくても、過去に一度も検査を受けたことがない方。

肝炎検査はぜひ
神野診療所又は多久生協クリニックで！
！

せんそうってなぁに？

ばあばと手をつないで お墓まいり
ばあばのママとパパの お墓まいり
ばあばが１年生の時 ばあばのママは
戦争で
そしてパパは 中学の時死んだって

えっ １年生のとき？
ケンと同じ年のとき？
私１年生 弟ケン保育園

死ぬって いなくなってしまうこと
もう帰ってこないってこと？
朝起こしてくれる人はいないの？
朝ごはんも夜ごはんも 誰がつくってくれるの？
学校から帰った時 誰もいないの？
何時にねたらいいのか わからなくなっちゃう

涙がボロッと出て
墓石のそばのタンポポが ゆらゆらかすんで
まわりの大きい木が ぼそぼそゆれて
木のずっとむこうを
ジェット機がとんでいきました

せんそうってなぁに？
大人のけんか？
私たちには
けんかしたらいけないっていうのに
大人のけんかはいいの？

わからないけど
パパを つれていかないで
ママを つれていかないで

▼満州ハルピンで 数年︑兄弟5人︑平凡に幸せな
暮らしが敗戦のその日から一変し︑１ヶ月後の9月︑
どさくさの中︑母は逝った︒それから１年それなり
に築いてきたものもあったろうに父と兄弟5人︑リ
ュック一つで引き揚げてきた︒なぜそれが今かです︒
▼毎日のように見る避難民︑父親の背にたれさがる
ようなリュック︑母親が持つ風呂敷つつみ︑父親が
抱く子︑母親にすがる子︑そんな行列を見るたび私
が 体 験 し た 引 揚 げ の 行 列 が 重 な っ て く る︒▼父 親 が
いればまだいい︒背中に赤んぼ︑母の衣をしっかり
握る幼い子︑母親の茫然とした虚ろな顔︒この人た
ちはどこへ行くのか︒耳にはピアス︑首にはネック
レス︑着飾ったこともあろうに︑新しい祖国が出来
るのだろうか︒戦争がもたらすもの︑争いがもたら
すもの︒私は今も戦争をひきずっています︒
︵文／北支部 宮木 恵子さん︶
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こんな人はかならず検査を受けましょう。
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鹿島地区

かささぎの会班
（文／鹿島嬉野藤津地域
谷口実音子さん）

2016.1.14
合同新年会の様子

機関紙「みんなの健康」
（２月号）
（2）

手配り協力員さん・機関紙編集委員さんを募集しています！
現在「みんなの健康」は、月 1 回 4,000 枚発行し、186 名の組合員さん
が地域での「手配り」にご協力いただいています。私たちの活動を一人でも
多くの組合員さんに伝えるためにも「手配り協力員さん」を募集しています。
健康づくりのウォーキングを兼ねて、
お住まいや職場の周辺で 10 部程度の
「手
配り」にご協力いただけませんか？ご協力いただける方は、各支部の支部長・
運営委員や本部組織部（☎0952-31-1249）までご連絡ください。
併せて、誌面の作成などを担当していただく「機関紙編集委員さん」も募
集しています。『こんな記事を載せてほしい！』などのご意見・ご要望も含め、
感想などありましたら本部組織部（担当：山田・長島）までご連絡お待ちし
ています。

情報誌「ＣＯＭＣＯＭ」購読しませんか？

「かささぎ」の会をご紹介いたします。
毎月 1 回、第 2 木曜日 10 時より「検尿・血圧測定・健康講話」
を行い、昼食後にお楽しみ会を開催しております。この会には
組 合員はもちろんの 事、地 域 の 方々（老 人 会、踊りの 会 な
ど・・・）にも声をかけ参加していただいています。自分たち
で検尿のチェックを行う事で、食事にも気を使う事ができ、健
康チェックを楽しみにしています。この会も早や 8 年目に入り、
横のつながりも広がり、「料理・健康チェック担当のお手伝い・
片付け」等々メンバーが積極的に協力してくれて大助かりです！
今後も周りの方々に声をかけ、
より多くの人に「かささぎ」の会、
健康チェックのなかまを広げていきたいと考えております。

あれば

困ったことが

会へ

無料法律相談

医療生協では組合員を対象に、医療、相続、法律、
労働、生活などで困ったことがある方へ無料の法律相談所を開催
しております。
この機会に、
ご自身の相談や近所で困られている方
がいらっしゃいましたらご紹介ください。

日本医療福祉生協連では、全国の医療福祉生協をつなぐ情報誌として「Ｃ
ＯＭＣＯＭ」（毎月 20 日発行、定価 410 円）を発行しています。医療・保健・
福祉の情勢などの情報を届け、健康づくり・まちづくりをすすめる全国の取り
組みを紹介しています。この他、病気予防になる料理レシピ、映画・音楽情
報などの楽しい記事もいっぱいです。
購読を希望される方は、各支部の運営委員か本部組織部
（☎0952-31-1249）までご連絡ください。

デイサービス神野です
暖冬と言われた今年の冬も段々と厳しい寒さになってきました。
今回紙面をお借りいたしまして組合員の皆さまに活動のお知らせと利用
者様、スタッフ、ボランティア募集のお願いをさせていただきます。
まず入浴援助の為にリフト付き浴槽を備えていますので足腰に不安が
ある方にもゆっくり安全に浴槽につかっていただけます。
次にイージーウォークという足首の関節運動を自動的にできる器具を
設置して下肢筋力の向上に励んでいます。そして何よりものお楽しみの
昼食は厨房で手作りのできたてを提供させていただいています。
見学体験利用は随時受け付けていますので是非一度足を運んでくださ
い。スタッフ、ボランティアの充実がデイサービス神野の利用満足向上
につながります。皆さまからのご連絡心よりお待ちいたしています。

（文／池上久美子）

■多久生協クリニック■
○日時…2016 年２月 24 日（水）13：3０〜

イージーウォーク

（１件の相談時間は３０分程度）

○場所…多 久 生 協 クリニック
○予約…多 久 生 協 クリニック （℡0952-76-3177）

■神野診療所■

○日時…2016 年３月 23 日（水）13：3０〜
（１件の相談時間は３０分程度）

第 回

※佐賀中央法律事務所の弁護士が相談に応じます。
※予約が必要ですので、事前にご連絡をお願いします。
※相談料は無料ですが、事件解決を弁護士が継続して行う場合には別途費用が必要
です。
ただし、法テラスによる費用立替制度があります。
※相談された個人の情報の秘密は守られますので、
ご安心ください。

２０１５

○場所…神 野 診 療 所
○予約…神 野 診 療 所 （℡0952-31-1060）

浴室リフト
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理事会報告

1/16

昼食（木曜日は麺の日）
報告承認事項

1）常任理事会などの機関会議を報告しました。
2）組織活動、平和と社保活動の報告：12 月加入 59 名、増資 1,242 千円、
新班結成 1 班、
班会開催 39 回 219 名、
担い手づくりは4 名。その他、各支部・
委員会報告など。
3）診療経営：12 月単月決算▲2,060 千円、累計▲11,990 千円。
4）人事・労務・教育など管理運営など審議。
5）1 月以降のその他の法人活動など報告。
第１号議案は出席理事全員の賛成で審議・承認した。
審議・議決事項
【第２号議案】機関運営活動に関する事項。１月の重点課題の進め方、平和と
社会保障運動などについて審議。
【第３号議案】１月の組織の諸活動に関する事項。なかまふやし 42 名、増資
1,010 千円、班づくり 0 班（年目標 29 班）、班会開催 39 回目標。
【第４号議案】
１月の診療･経営、諸事項に関する事項。1 月は経営利益 2,096 千円予算
目標、外来は保健予防利用者増対策、慢性疾患管理、入院は空床対策と
医療安全対策、介護は利用者拡大に向けて訪問行動などを行います。
【第５号議案】人事・労務・管理運営に関する事項。人事配置など審議。
上記の議事は、出席理事全員の賛成で承認しました。

