療生協

医

共同組織活動交流集会 in 山梨

川みなみ

９月

日〜 日︑第
山梨が開

組織の役割﹂でし
た︒近藤教授は山
梨医科大学卒業
後︑甲府共立病院
で臨床研修を受け
るなど︑民医連と
かかわりの深い方
で︑山梨大学大学
院︑米ハーバード
大学公衆衛生大学
院フェロー等を経

４００人の参加でしたの
でｗｅｂ開催ですが多く
の参加がありました︒
全体会の記念講演は︑
京都大学大学院の近藤尚
己教授による﹁貧困・格

医療生協﹁強化月間﹂がはじまります︒

けられるまち﹂づくりを

が り︑﹁ 安 心 し て 住 み 続

そういった人たちとつな

を高めてしまう可能性が

診控えは健康上のリスク

ほとんどです︒過度な受

では無症状であることが

誰もが健康 で居心地 よく
くらせるまちづくり へへ
挑戦しよう

つながりづくりの
月間にしましょう

さらに進めていく月間に

あります︒地域の方に健

健康診断やがん検診を受

とはもちろん︑ご自身も

康診断をおすすめするこ

しましょう︒

医療生協を知って
もらいましょう

への要求からウォーキン

とのコミュニケーション

でも︑健康づくりや仲間

のような困難な状況の中

るを得ませんでした︒こ

ェックや健康チャレン

月間中はまちかど健康チ

力をお願いします︒強化

す︒加入︑出資金のご協

﹁医療生協強化月間﹂で

強く大きくするための

﹁健康チェック﹂を各地

強化月間中は︑今年も

早期治療につながります︒

予防や︑がんの早期発見・

けることが生活習慣病の

グやセラバンド体操など

ジ︑訪問行動や電話かけ

で実施する予定です︒会

月は医療生協を

の活動が広がっています

など積極的に行いながら

場や日程は︑機関紙に折

︑

が︑コロナ以前の様には

新しい仲間を増やし︑医

り込まれる支部ニュース

員は﹁無料﹂です︒昨年

い︒骨量測定料金は組合

﹁骨量測定﹂
無料で実施

戻りきっていません︒

療生協を地域にお知らせ

この厳しい局面を乗り

やチラシでご確認くださ

越え︑無差別・平等の医

療・介護を守り抜くため

に仲間を増やす強化月間

っかりとして実施します

健康づくりが第一

しましょう︒

が集まる企画は中止せざ

バス旅行や食事会など人

す︒健康まつりをはじめ︑

たって制限されていま

長引く感染拡大の影響

神奈川みなみ医療生協

が報告され︑いのちを守

は︑組織活動部会長の湊

院医学系研究科准教授︑

理事が﹁初めての食料支

で組合員活動は長期にわ

講演では研修医時代の

援に取り組んで﹂という

る活動として﹁食料支援﹂

エピソードを交えながら

演題で発表し︑神奈川み

京都大学大学院医学研究

の資本であり︑共同組織

なみ医療生協の紹介から

が全国に広がっている様

が元気になればまちも元

始まり︑初めての食料支

科主任教授を務めていま

立ち向かい︑つながり広
平和・いのち・人権を大
切に誰ひとり取り残さな
いまちづくりを！〜をテ

気になる﹂
とお話しされ︑

援の取り組みを報告︒食

子がよく分かりました︒

私達の組合員活動やつな

材提供や運営まで組合員

ーマに︑全国から約３３

がりづくりが地域にいか

の皆さんの力が大いに発

００人がオンライン参加

に重要な役割を果たして

１３５人が来場しました︒ ﹁ 共 同 組 織 は ま ち と 社 会

し︑山梨の現地会場には

いるのか︑改めて知るこ

揮されたことを報告する

前回の横浜開催は約２

とが出来ました︒

す︒

て︑東京大学大学

15

げる共同の〝わ〟〜憲法・

思いをはせ︑コロナ禍に

し た︒﹁ 富 士 の ふ も と に

年︑ｗｅｂ開催となりま

禍で延期になり２０２２

催予定でしたが︑コロナ

本来︑２０２０年に開

催されました︒

活動交流集会

回全日本民医連共同組織

12

in

差による健康問題と共同

と︑分科会参加のみなさ
んから称賛の声が上がり
ました︒神奈川みなみ医
療生協は︑全国から見れ

組合員活動の第一は健

同様︑感染予防対策をし

地域ではフレイルや認知

の取り組みが大切です︒
法人ですが︑組合員の力

ば病院を持たない小さな
﹁ い の ち を 守 り︑ 環 境・

※通常料金 一般１０

のでぜひお越しください︒

やコミュニケーション不

００円を組合員に限り無

康づくりです︒運動不足

近に発生し︑地域住民の

足で心も体も弱ってはい

料で実施

症状が進行する事例が身

健康状態は安心できる状

ませんか？健康診断を受

※公共施設が借りるこ

で 初 め て の﹁ 食 料 支 援 ﹂

態ではありません︒３月

けていないという方も増

とができない場合など︑

福祉を向上させる取り組

に行った食料支援の事例

えているようです︒２人

急遽中止になることがあ

を無事に実施できたこと

からもわかる通り︑地域

に１人はかかると言われ

み﹂で︑神奈川みなみ医

つないで視聴参加も行

には社会とのつながりを

ります︒

が大変誇らしく思えまし

の都道府県から

い︑多くの組合員が参加
しました︒

ているがんも︑早期がん

療生協は３月に実施した

では

演題発表があり︑それぞ
れの地域での活動の様子

失った人が多くいます︒

た︒また︑横須賀・三浦・

日︑第２分科会

11
﹁食料支援﹂について発

９月

10

機関紙編集委員会
集
編

11

食料支援の取り組みを
分科会で発表

第15回 全日本民医連

三浦会場

逗子の３会場をｗｅｂで
11

表しました︒第２分科会

12

10
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か
動
からだ

三浦半島 地名の由来 30
名

越（なごえ）

Lesson㊷

名越といえば「切通し」が有名です。逗子市と鎌倉市の境にあ
り、
「鎌倉七切通し」の一つで国の史跡にも指定されています。
現在の逗子市、小坪から鎌倉市の大町一帯の旧地名で険しい難所
であったことから「難越（なごし）
」と呼ばれ、
そこから「名越（な
ごえ）
」の名がついたといわれています。
名越切通には、
主な切通しが３か所あり、
逗子の亀ヶ岡団地（小

２０２２年１０月 （２）

健康 ヨガ
武将のポーズ

効果：下半身をシェイプアップ。ピップとバストアップ。
1.両足をそろえて立ちます。左足を大きく後ろに引きます。右のつま
先は正面に、左のつま先はやや外側にします。胸元で合掌します。
2.息を吸いながら、両手を頭上に上げます。息を吐きながら、右足の
膝を曲げます。左足の膝は伸ばします。

坪）側から第一切通、第二切通、第三切通と呼ばれています。古

3.右手を前に左手は後ろの方に床と平行に下ろします。

事記の時代には日本武尊が東征の際に通った古道で、鎌倉時代に

4.戻す時は、両手を上げて合掌します。息を吸いながら、右足を伸ばし、
息を吐いて、手を胸に戻します。1.に戻ります。

は三浦一族が鎌倉の居館と、衣笠城など領地である三浦半島との
往来に使用したとされています。

左足と右足をそろえます。反対側もやりましょう。２回ずつやって
みましょう。

やさしいヨガ教室
鎌倉と逗子・三浦をつなぐ、国指定史跡「名越切通」

２０２２年８月度

理事会報告

１．生協強化月間の取り組み状況について話し合われました。

日
定
会
料

時：毎週水曜日 ①９：45〜 ②11：00〜
員：各回６名（要予約）
場：ほっとスペースみなみ
（医療生協本部１階）
金：１回1,000円
※組合員は、1,000円のうち500円を出資金とします。
問合せ：医療生協本部 ☎046−853−8105
監修／折戸めぐみ（横須賀ピラティス・ヨガ教室主宰・やさしいヨガ教室講師）

８月から始まっている事業所での強化月間の取り組みや

ピラティス・ヨガ教室の
YouTubeチャンネルはこちら⇒

到達状況について報告されました。新型コロナウイルス感
染拡大の影響で厳しい状況が続いています。10月から始ま
る地域での強化月間に向けて準備を進め、つながりづくり
を重視した強化月間にしていきましょう。
２ ．健康チャレンジについて話し合われました。

ࠦࡓ

「インボイス制度って何？」①

「健康チャレンジ」の取り組み方針が提案され確認され
ました。総代会方針でも確認された通り700人の参加を目
標に取り組みます。機関紙９月号にチャレンジシートを折
り込みます。組合員でなくても参加ができますのでご近所
やお知り合いにも参加を呼びかけ、広げていきましょう。

2023年10月から実施予定の「インボイス制度」
。ニュースなどで聞い
たことはあるかもしれません。このコラムでは、この聞きなれない「イ
ンボイス制度」って何？という観点で考えていきます。
そもそも「インボイス」って何？と思われる方も多いと思います。イ
ンボイスとは「適格請求書」の事で、
「インボイス制度」とはざっくり
言うと「消費税のルール変更」です。

３ ．2022年７月度の患者利用者状況報告

えっ？消費税が変わるの？と思われた方もいらっしゃるかもしれませ

外来患者：3,585人、訪問看護：113人
訪問ヘルパー：68人、デイサービス：118人
ショートステイ：40人、ケアプラン：219人
４ ．2022年７月度の経営状況報告

んが、
「消費者」のルール変更ではなく、
「事業者」が対象のルール変更
です。特に、年間の売り上げが1,000万円以下の事業者には大きな影響
があります。
「インボイス＝適格請求書」とは国が認めた請求書のことで、国が認

７月度経常利益：マイナス1,076万６千円

めた請求書でやり取りされた消費税のみ経費として計上できるという制
度への変更です。適格請求書を作成するには登録

累計経常利益：マイナス2,616万円

番号が必用で、事業所登録が必要です。

５ ．2022年７月度 組織活動統計の報告

なぜ、国が認めた請求書を使わなければならな

仲間ふやしは20人でした。出資金増資は132万３千円でした。

いのでしょうか？これを知るためには、消費税に
ついて思い出さないといけませんので、次回から

2022年８月末現在

組合員数14,076人／出資金405,394,000円
ホームページアドレス（URL）

シリーズで考えていきましょう。

神奈川みなみ医療生協▶http://www.k-minami.or.jp/

神奈川みなみ医療生活協同組合

検索

月３日に収束宣言したば

８月のレク
夏の風物詩と言えば
やっぱり﹁花火と盆踊

楽しめたので︑大きな歓
声が出たり拍手が出たり
しながら鑑賞しました︒
盆踊りも︑映像に合わ
せ歌い︑踊りながら楽し
めました︒
っけない感じもしました

全員前を向き︑何かそ

今回のレクは悩みに悩
が︑これが時代なんだな

かり︒

安護楽は７月にコロナの
んで花火大会を映像で見

り﹂と言うことですが︑
クラスターが発生して８
ーと感じながら行いまし

設です︒

地域密着型の通所介護施

三浦診療所の３階にある

デイサービスみうらは

支援・食事支援・リハビ

り︑送迎サービス・入浴

療法士１名が在籍してお

３名︑調理員３名︑理学

介護職員７名︑運転手

で︑困ったことがありま

職員が常駐していますの

経験豊富で資格を持つ

に気を配っています︒

り︑看護師が体調の変化

なる場所も確保してお

全国でも数少ない 介護度が重度の方も
利用できるデイサービスです︒

地域密着型とあるよう

リテーション・レクリエ

診療所の知名度はある

に三浦市在住の方のみご

広々とした空間での個

ものの３階にデイサービ

したらいつでもご相談く

別入浴や機械浴が設備さ

スがあることを知らない

ーションを日々利用者さ

れていますので車いすの

方もまだ多いようなので

利用いただけます︒

方でもゆったりと入浴で

この機会に知っていただ

ださい︒

きます︒季節の行事食や

ければと思います︒

でお気軽にお越しいただ

見学も行っていますの

けたらと思います︒

疲れてしまったら横に

は好評のようです︒

いますので利用者さんに

イベントを毎月企画して

んに提供しています︒

減って気分が沈みがちだったりし
ませんか？また、毎年この時期に
生活習慣を見直すきっかけとして
健康チャレンジを活用しません

て︑盆踊りのやぐ
も う 一 つ︑ 夏 と 言 え
﹁アイス﹂と言うこ

り、運動不足や筋力の低下を感じ
ていませんか？人と会う機会が

た︒
ば

⁝幸せですね︒今年も美

のチャレンジ期間が始まりまし
た。みなさんのチャレンジはもう
始まっているでしょうか？まだの
方は今日からでも始めましょう！
コロナ禍で外出の機会が減った

らを映像で流しそ
の場で踊ると言う
レクリエーション

クリームを用意して皆さ

とで︑私手作りのアイス

盛り上がるのか

んで食べて夏のひと時を

にしました︒
とっても不安でし

ショートステイ安護楽

過ごしました︒

に意外で花火の映

菊地英美子

たが︑これが意外
像は目でも音でも

ぜひお揃いでデイサ

味しいボジョレーヌーボ

これまで取り組んでいただいた「神奈川みなみ ちょこっと体
操2022」のチャレンジ期間は９月末で終了です。チャレンジシー
トは郵送やFAXまたは、
お近くの診療所などに提出してください。

も温暖化により暑く乾燥

ービス元気までブド

ーが作られることを遠く

12月15日まで

した気候が続いていま

ウ狩りにいらして下

日本から応援したいです

ちょこっと体操2022は９月で終了です

す︒フランスのボルドー
スペインなどでは猛暑に

ブドウ園へようこそ

ｔｃ⁝また︑びっくりす

よる森林火災まで起きて

地方︑
ブルゴーニュ地方︑
今年の出来栄えはいか

る程の大型ブドウも突然

干ばつも深刻な問題で

がでしょう？おかげさま

名も大型びっくりブド

ブドウ畑を潤すための川

います︒
ウ！いつもお話ししてい

の水が足りない地域もあ

変異で出来たとか︒その

甘〜いシャインマスカ

るのですがカラーで

るようです︒大きな自然

で最高の出来です︒
ット︑種無しピオーネｅ

お見せ出来ないのが

災害のない葉山の上山口

さいませ︒ご利用者

ね︒デイサービス元気も

（郵送、FAX、各診療所などに提出してください）

チャレンジシート
提出しめきり

10月〜11月のうち30日以上

チャレンジ期間

残念の一言 皆様︑

様が元気に作った甘

デイサービス元気
ＭＯＭＯＫＯ

しょう。

!!

頑張るぞー
ますよ︒さぁ︑いら
っしゃいませ〜♡

か？健康に良い事を何でもいいの
で目標に設定してチャレンジしま

デイサービスみうら

健康チャレンジに
挑戦しましょう！
！

!!

!!

日本もヨーロッパ

!!

⼔ᭉ

ߎࠎߦߜߪ
ర᳇

!!

い甘いブドウがあり

壁一面のブドウ畑。
Instagram ではカラーで見られます。
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神奈川みなみ医療生協
（３） ２０２２年１０月

10月から 健康チャレンジ2022

組合員のひろば

歩いてみたい

岴ੴ峴়岮岶岮峨峁峉峳岾ງஂ岹峊岿岮

根本

芹澤
濱中

〈完全予約制〉

〜

芹澤

〜
〜
〜

土

平野
新井（糖尿）
田中

（第１、
３、
５）
平野・李（第２）
岡田・平野（第４）

岡田・李

2：30〜

岡田
田中

休診

岡田

休診

休診

（横浜南共済）

※都合により変更になる場合もあります。

月

火

藁谷
立壁

診療

9:00

藁谷
原（女医）

水

2022年10月１日現在

木

金

土

岡田

【予約】
（第２）

藁谷
國本

藁谷（第１、３、５）
中村（第２）
天野（第４）

中村
杉山（糖尿）

胃カメラ
12:00 【予約】

×

×

×

○

○

×

健診
【予約】

○

○

○

○

○

○（第２のみ）

立壁 1:30〜3:00
藁谷 3:00〜6:00

原（女医）2:00〜5:00
藁谷 3:00〜6:00

休診

休診

長谷川（市大）2:00〜5:00
森（整形） 2:30〜5:00

休診

午後

午後

休診

金

〜

〜

〈完全予約制〉

4:30

を摘んできて︑小さな空

土

芹澤
濱中（第1・3・5）

休診

こちに置き楽しんでいま

休診

休診

す︒

休診

5:00

二瓶（第１・第3）
堀内（整形外科）
（第１・２・４）
第1・第3
原 糖尿
一般内科 第2・4・5

なにげにニコッとして

休診

⎞⎜⎠

岡田
田中

小林紘子

松本恵美子

副島（市大）

内田
中村
原（糖尿）

⎛⎜⎝

岡田
貫井

います︒

三浦市

うれしい・楽しい

田中
鈴木

逗子市

どうなる
マイナンバー

年の区

芹澤
清水
三木（市大）

診療

【予約】
（第１、
３、
５）

※都合により変更になる場合もあります。

３
９１８
７６
８１
９５
３
５
７
４６１８
６
９
７３
８
９
２
５４
１
７８
６１
９２４
２９
５６
７３１
７８２
９５
１
３
７９８
出題者：機関紙編集委員会

あて先

ホームページアドレス（URL）

〒238 - 0031 横須賀市衣笠栄町 2 -19 神奈川みなみ医療生協
FAX:046-852-8238 E-mail:h-sosiki2@k-minami.or.jp
神奈川みなみ医療生協▶http://www.k-minami.or.jp/

神奈川みなみ医療生活協同組合

しんぶん係
検索

10

おたのしみパズル

◇問題◇

二重マスに入った数字の合計はいくつになるでしょう？

◇ルール◇

①空いているマスに︑１〜９までの数字のどれかを入

れます︒

②縦９列︑横９列のそれぞれに１〜９までの数字が１

個ずつ入ります︒

〜９までの数字が１個ずつ入ります︒

③太線で囲まれた３×３の枠内︵マスは９個︶にも１

④縦列︑横列︑枠内で︑同じ数字が重複して入ること

名様に図書

11 10

答・ご住所・お名前・紙面についての感想を下記ま

で お 送 り 下 さ い︒ 正 解 者 の 中 か ら 抽 選 で

月号︶抽選

10

はありません︒

月 末 日 必 着︒ 発 表 は

券 を 送 り ま す︒
︵

応募総数48通

【当選者】
横須賀市／佐藤登貴子 髙梨朱美
大谷八重子 菅原綾子
三浦市／長尾ハツミ 阿部洋子 雨宮節子
逗子市／富樫優子 松本敏子
葉山町／菅原政子

に間に合わなかったお便りは︑次号で抽選をします︒

正解〈マスカツト〉

ク ロ ス ワ ー ド の 問 題 を 募 集 し て い ま す︒ 未 発 表 の も

ユ モ ナスビ
キタグニ スギ
カラクチ ナ
タネ シユガー
マ ミツ サ
ヘソ ナイフ
トラ ウシ キ

のに限ります︒採用の場合は図書券をお送りします︒

９月号の正解

当選者（敬称略）

長尾ハツミ

金

午前

田中（市大）

芹澤

岡田
天野

2:00

木

三浦診療所 診療体制表 ☎０４６-８８９-３３８８

〈胃カメラ〉

芹澤

9:00

時間

木

〈胃カメラ〉

2:00

水

2022年10月１日現在

※整形外科・糖尿病は事前予約が必要です。

2022年10月１日現在

工藤

受付時間

火

6:00

水

三浦市

夜診

11：45

（水曜11：30
まで）

菅原綾子

午後

芹澤
犬塚

波乱の年

午前

芹澤
田中
佐藤

月

4:30

河合滋晴

いさ子

髙梨民雄

８：30

午前

火

時間

12:00

逗子診療所 診療体制表 ☎０４６-８７２-３５３０
月

10

衣笠診療所 診療体制表 ☎０４６-８５１-１０６２

横須賀市 湯本 直美

受付時間

九月も半ばになり︑や

平穏に過ごしたい︒

大島豪

コスモスにそよ吹く風の散歩道

横須賀市

横須賀市

新米の香り部屋から部屋に充つ

名月やベランダに出て兎追ふ

葉山町

月見の夜供えしすすき穂がさびし

浜添アサ子

湊美根子

佐々木美江子

葉山町

秋の夕齢重ねつつ寂しきけり

横須賀市

逗子市

青紫蘇のうす紅色の穂じそつみ
さしみのつまに秋をいただく

横須賀市

文芸コーナー

横須賀市
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日本で良かった

 ຖ ൧  ਚ 峔 峔 峫 
૯  வ         
Ⓖ
           

小室勝重

笑顔がこぼれます

最近︑散歩中に野草花

峙峨峰岰ఇଂ

きビンに入れ︑家のあち

毎号楽しみに読んでお

歴史が好きなので︑三

切りに手続きがあること

ります︒知っている人の

﹁マイナンバーカード﹂

の白秋の事はよく知って

をうかつにも知りません

氏名があったらうれしい

浦半島地名の由来を楽し

おりましたが︑頼朝の別

でした︒保険証のあつか

です︒機関紙が届くのも

の行く先︑５年

荘があったということは

いも納得のいく方法にお

楽しみです︒

２０２２年１０月 （４）

んで読みました︒城ケ島

知りませんでした︒さっ

さまって欲しいと思いま

っと秋めいてきた︒今年

そく︑このあたりを歩い

何処で何が起こるかわ

は政治・経済・社会でも

す︒

年齢を重ねるごとに運

からない災害・災難があ

波乱が続き︑コロナも高

てみたいと思いました︒

動不足を感じています︒

りますが︑四季のある日

止まり︒
あと三か月余り︑

恵子

朝のラジオ体操や散歩な

本に生まれて幸せに思っ

葉山町 中嶌

ど︑できる限りは身体を

ております︒

私なりの
﹁健康チャレンジ﹂

動かすように心がけては

三浦市

ఇදప岿峽峼൳ૐ峁峐岮峨峃آ

神奈川みなみ医療生協

いるのですが⁝︒食欲の

峔岸岿ఇଂ
ਕ
ఓ
൧

ਚ

ਕఓવৣఓি
Ⓖ
           

秋より行楽の秋を優先し

ಹ੮১য嵉崯崋嵃嵤崿岵峔岶峹 

て︑私なりの﹁健康チャ

ઋఱਆ峩峔峩ୢেੈ峒峒峬峕岝ୠ峘
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レンジ﹂を楽しみたいと

思っています︒

第５９２号

月号

