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大阪市はコロナ感染
対策の抜本的強化を

区

ナ禍において取り組んできた

請願署名を提出……
日、『 大 阪 市 内

東日本大震災から

年、

健康チェックと募金活動

実施

東日本大震災から 年が経

ちました。なにわ保健生協で

は３月 日に、東日本大震災

被 災 者 救 援 募 金 活 動 と 併 せ、

日、 大 阪 市

に変更になりました。

ロイド判からＡ４冊子サイズ

２０２１年４月号より、タブ

＊機関紙「コープなにわ」は

被災地へお届けします。

募金は医療福祉生協連を通じ

だくことができました。この

た。多くの方からご支援いた

都島本通交差点で行いまし

る請願署名と健康チェックを

運動やその成果について報告

化を求める請願署名』の提出

広域一元化に反対
２月

でつなぎました。

周りを参加者が横断幕

を避けながら市役所の

伝行動が終わると『密』

思いを訴えました。宣

『広域一元化』反対の

票の結果を無視した

動に取り組み、住民投

ディング行動や署名活

が多数集まり、スタン

ました。各種民主団体

ン行動』に参加してき

た『ヒューマンチェー

役所前で取り組まれ

25

行動に参加しました。当日は
大阪市役所前に大阪民医連法
人や各種民主団体など併せて
１２０名の参加がありまし
た。提出行動の前に行われた

住民投票の結果守って ！

に新型コロナウイルス検査施

２月

10

10

原発ゼロ基本法の制定を求め

11

がなされました。

24

設などのコロナ感染対策の強

10

集会では、様々な団体がコロ

2.25 大阪市役所包囲ヒューマンチェーン

●組合員
14,402 人
●出資金
270,461 千円

４

2021 年４月号

コープなにわ
№ 452
⑴

℡：06（6923）3615 Fax：06（6928）0753

日時：2021 年 6 月 26 日㈯ 14:00 ～ 16:00
場所：大阪市立住まい情報センター

2021 年総代選挙公告

定数
網島・片町・東野田・中野町・南通１

22
チューリップ支部

中通・本通 2 ～ 5・南通２

30
中支部

北通・善源寺町・本通１

20
コスモス支部

御幸町・高倉町・内代町

15
友渕支部

友渕町

22
大東支部

大東町（毛馬町 5 丁目）

16
毛馬支部

毛馬町

32
なでしこ支部

旭区全域

15
ひまわり支部

北区（下記を除く）

17
大淀・中津地域

北区（大淀北・大淀中・大淀南・中津）

2
福島区

福島区全域

1
城東区

城東区全域

8

皆さん、こんにちは。びろ

入居者様と久しぶりに屋上

しずつ気温も上がり、ようや

ともできませんでしたが、少

は、なかなか屋上に上がるこ

者様も３月半ばぐらいまで

びろうじゅおおよどの入居

でしまいます。菜の花のまだ

ひと時で、業務を忘れて寛い

ていると本当に気持ちの良い

入居者様と一緒に草花を眺め

に揺れていました。しばらく

菜の花が気持ちよさそうに風

に上がると、大きく成長した

く屋上でのんびり過ごすこと

軟らかそうなところはボラン
ティアの方が収穫してくださ

のできる季節がやってきまし

うじゅおおよどです。

立候補期間：2021 年 4 月 1 日（木）～ 4 月 30 日（金）
した。

り、
「おひたし」にしてみま

庭園だより⋮⋮⋮⋮

バラ支部

びろうじゅおおよど

第 51 回通常総代会日程
た。

200
合計

9:00 ～ 16:00（土曜日は午前中、
受付場所：なにわ保健生協本部、なにわ保健生協各事業所

祝祭日は除く）

受付方法：総代立候補届に必要事項を記入、署名押印の上選

挙管理委員会へ提出ください。

立候補資格：立候補できる方は、2021 年 3 月 31 日現在の

森田泰成

多いようで、料理やＤＩＹな

どを楽しんでおられたり、こ

れを機にヨガやエクササイズ

等で身体を見つめなおす機会

をもったり、部屋のインテリ

アを新しくし、
植物を飾る等、

自宅の模様替えを楽しんだり

⋮。皆さん、外出自粛による

ストレスを上手く発散し、こ

のコロナ禍でも心の安定を維

持されていることがわかりま

す。私も、元々、休みの日を

家で過ごす習慣があまりない

ので、非常事態でしたが、犬

と遊んだり、植物に癒された

り、読書をしたり⋮、新たな

自分を発見したように思いま

す。また、最近、キャンプと

ベランダを掛け合わせた「ベ

ランピング」なるものが私の

な中、どなたも自宅で過ごす

のお花見もなるべく人混みは

今ちょうどテレビで「今年

興味を掻き立てます。今まで

時 間、 い わ ゆ る「 お う ち 時

避けて⋮」と。まずは、桜の

新型コロナウィルス感染予

間」が増えておられると思い

切り枝を買って、自宅のベラ

キャンプなんてしたことがな

ますが、皆さん、どのように

ンダで楽しんでみます。そし

調査によると、自宅で新し

しれません。（理事・村上珠樹）

テントを拡げて寝ているかも

て夏になったら、ベランダで

い趣味や習い事を始めた方が

すか？

しておうちで過ごされていま

防による外出自粛生活が始ま

総代選挙管理委員会委員長

いのに⋮。

組合員本人です。組合員家族には立候補資格はありません。

り、１年が過ぎました。そん

つぶやき

受付時間：月～土曜日

⑵
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2021 年４月号

﹁組合員 さ ん か ら 大 腸 が ん で
手遅れに な る 方 を だ さ な い ﹂
を合言葉 に

大腸がん
検診を
受けましょう

健診は、年に一度、生活習慣

帯ごとに送付されます。特定

ごろ、対象者分の受診券が世

しました！受診券は４月下旬

今年も特定健診がスタート

しています。また、 歳以上

実した健診メニューをご用意

は組合員にお得な料金で、充

大切です。なにわ保健生協で

健康診断を受ける事は非常に

る病気を見逃さないためにも

＊充実した健診メニューを提供

病予防の為に、健康診断を無

料、又は一部負担金のみで受

の組合員さんは健診価格が無

い。

料ですので是非ご利用下さ

自覚できない症状や忍び寄

診できます。

60

します。
（健康づくり委員会）

したら本部までご連絡お願い

欲しい」という方がおられま

お り ま す。
「是非訪問に来て

合員を訪問できればと考えて

りや健康を守るためにも全組

組合員の皆さまとのつなが

是非お受け取り下さい。

ド」をお渡ししていますので

などで「組合員健診紹介カー

診受診呼びかけの組合員訪問

た。組合員の皆さまには、健

るキャンペーンを開始しまし

は後日、粗品をプレゼントす

クリニックに持参された方に

「組合員健診紹介カード」を

今年度より、健診日当日に

＊﹁健診紹介カード﹂ご活用ください

支部名

06-6923-3719
06-6927-1135
※予約制ですので電話予約お願いします※

健康づくり委員会では大腸

（後日粗品を進呈させていただきます）

がんキャンペーン期間に「組

なにわ保健生協
★受診日にクリニックに提出してください

合員さんから大腸がんで手遅

【組合員健診紹介カード】

れになる方を出さない！」を
合言葉に大腸がん検診の案内

歳

日

訪問を行ないました。訪問先
では「ガンが見つかるのが怖
いから⋮」という声もありま
したが、大腸がんは早期のう
ちに適切な治療を受ければ完
治が望める病気です。キャン
ペーン期間中になにわ保健生
協 で 受 診 さ れ た ３ ８ ８ 名 中、
日 現 在 ︶。 コ ロ ナ

名の陽性者が見つかりまし
た︵ ３ 月

ウイルスの影響で色々制限が

コープ淀川クリニック
コープ都島クリニック

分
時
）

コスモス
なでしこ

チューリップ
大東
ひまわり

中
毛馬

バラ
友渕

ありますが、組合員や地域の
方の健康を守るため、健康づ
くり委員会では出来る事を
行っていきたいと思います。
（健康づくり委員会）

ふりがな

月（
年
健診受信日

年齢
生年月日
大正 昭和 平成
名

月
年

早期発見・早期治療で
健康なくらしを
氏

10

26
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年一回は健康診断を受けましょう

コープなにわ

№ 452 ⑷

援助し、肉体的・精神的にも

できず家族内で認知症の方を

又、誰にも相談することが

や今まで当たり前にしていた

過ごす時間が多くなり、趣味

力が必要だと思います。家で

域とも情報を共有していき協

Ｑ１ 新型コロナウイルスワクチンの有効性は
どのくらいですか？
Ａ１ ファイザー社製ワクチンの有効率は
95.0％と高い数値です。ちなみに 65 歳未満
のインフルエンザワクチンの有効率は 52.9％
（2015/16）と報告されています。
（ワクチン
の有効率 95％とは「接種した人の 95％はかか
らず、5％の人がかかる」という意味ではあり
ません。
「接種しなかった人たちよりも接種し
た人たちの発症率が 95％少なかった」という
意味です。
）

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

疲労が溜まっている方がいる

事が出来ない日々がしばらく

Ａ

事が多々あると思います。そ

続くと思いますが、地域住民

＆

の時に一人で考え込まず相談

の方と可能な限り交流を通し

新型コロナウイルス
ワクチン（ファイザー社製）

Ｑ

共同で生活をするにあた

窓口になれるような施設を作

て、人と人の繋がりを増やし

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

びろうじゅ高倉

り、どうしても今迄の生活通

り、周辺にお住いの人がどん

皆様方と成長し乗り越えて行

現在コロナウイルスが日常

カンドハウスとして提供しア

りとはいかない所はあります

な事でも困ったら相談できる

きたいと思います。

いと思える様に職員一同考え

グループホーム

クティビティを取り入れ個人

が、出来ることはして頂きメ

ような施設を目指し、地域に

生活に支障をきたすなか、地

簡単ですがグループホーム

の人権や尊厳を考え、ご利用

リハリのある一日を過ごして

貢献できるように地域とも連 （グループホーム

ています。

とはどの様な施設であるか話

者様を中心にケア方針を導き

頂いています。その中で今ま

携していきたいと考えていま

•••••••••••••••••

カイゴのゴカイ

地域密着型認知施設であ

出し、ご家族様と共にお父様・

で暮らしてきた環境背景を考

す。

て頂いています。

り、１ユニット入所者９床で

お母様にとってより良い日常

え個々に支援し、その人らし

したいと思います。

経営しています。個々で日常

生活が送れるように支援させ

びろうじゅ高倉）

生活を送るのに困難な方にセ

グループホームって
どんなとこ？

2021 年４月号

Ｑ２ 新型コロナウイルスワクチンではアナ
フィラキシーがおこりやすいとききましたが？
Ａ２ アナフィラキシーをふくめた重大な有害
事象は接種群で 0.6％、対象群（生理食塩水）
で 0.5％でした。アナフィラキシーをふくむア
レルギーの頻度は米国で 0.0011％とされてい
ます。他のワクチンと比べて特に高いわけでは
ないようです。

Ｑ３ 新型コロナウイルスワクチンの副反応が
心配です。
Ａ３ 接種部位の痛みが 70 ～ 80％と多く、
55 歳未満の人で頻度が高いです。これは成
人のインフルエンザワクチン 10 ～ 22％肺炎
球菌ワクチン（ニューモバックス）58.3％と
比べて高い数字です。また何らかの日常生活
の制限を要する中等度以上の疼痛は 1 回目約
30％、２回目約 15％の人に出現すると報告さ
れています。38℃以上の発熱は 1 回目で 1 ～
4％、2 回目で 11 ～ 16％です。55 歳未満の
人にでやすい傾向があります。多くは 2 日以
内に解熱します。からだのだるさ・頭痛・寒気
といった全身症状も 6 ～ 59％にみられていま
す。ただしこれらの症状は対象群
（生理食塩水）
でもそれなりの頻度でみられているので、明ら
かにワクチンの副反応と断定するには慎重を要
します。
このＱ＆Ａは以下の資料をもとに作成しました。
日本感染症学会ワクチン委員会：COVID-19 ワクチ
ンに関する提言第１版（2020 年 12 月 28 日）
日本産婦人科感染症学会・日本産科婦人科学会
COVID-19 ワクチン接種を考慮する妊婦さんならび
に妊娠を希望する方へ（令和 3 年 1 月 27 日）
一般社団法人 日本ワクチン産業協会「予防接種に
関する Q ＆ A 集」2020

•••••••••••••••••
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FROM
介護事業所

足に合うものを選びましょ

いて歩いてみて大きい方の

に違いがあります。両方履

る：左右の足は多少大きさ

③ 大きい方の足に合わせ

⑤ 土 踏 ま ず の あ る 靴 を：

びましょう。

つ過ぎずぴったりの靴を選

の部分の幅は緩すぎず、き

されトラブルの元、足の甲

土踏まずの部分が膨らんで
いて足の裏と合っていると
長時間歩いても楽です。イ
ンソールで調整することも
お勧めです。
冠婚葬祭やどうしてもハ
イヒールを履く場合も会場
で履き替えるなど工夫する
ことで改善されます。
まずは自分の足に合った
靴を選び、足の周辺の筋肉

支障がある場合は速やかに

職員紹介

淀川クリニックでお世話に

なっております手嶋です。ク

リニックの受付という仕事は

初めてのことだらけで、皆さ
コープ淀川
クリニック
んに支えて頂き少しずつ慣れ
手嶋 峰佳（事務） てきたところです。週末は野

りますのでいつものサイズ

メーカーによって若干異な

るもの、幅はぴったりのも

④ つま先に少し余裕があ

う。

寿命を延ばしましょう。

選んでしっかり歩いて健康

す。自分の足に合った靴を

致します。

よろしくお願い

張 り ま す の で、

立てるように頑

皆さんのお役に

すが、少しでも

まだまだ未熟で

も 勉 強 中 で す。

整形外科を受診して適切な

を鍛えることが重要です。

この連載の最初に日本人の苗字は、源・平・藤・橘の四
姓だと書きました。奈良時代から平安時代中期まで、政治
権力を握っていた藤原家を見てみましょう。
中臣鎌足が天智天皇から藤原姓をもらい、その子「不比
等（ふひと）
」が繁栄の基礎を築きました。不比等に 4 人
の男子があり、南家・北家・式家・京家の祖となっています。
初めは南家が権力を取りましたが、怪僧・道鏡と争って
敗れ、南家は没落。続いて平安時代の初めには、式家が天
皇家の親戚となって権力をふるいました。
北家が台頭するのはこの後で、式家との勢力争いに勝っ
て藤原家の頂点に立ちます。今度は、他の氏族を駆逐して
朝廷の支配者となります。これまで天皇家で占めていた摂
政や太政大臣・関白は、藤原北家が就任する慣例としてし
まいました。
鎌倉時代は武家政治ですが、藤原北家の力は強く、その
ため北家を五家に分裂させ、それが五摂家といわれる、一
条・二条・九条・近衛・鷹司です。
第二次世界大戦中、三度組閣した近衛文麿は近衛家の直
系子孫です。尚、京家だけは栄することなく消えていきま
した。

菜作りに励んでいて、こちら

痛みがひどく日常生活に

№7

日本人のお名前考

アドバイスを受けてくださ
い。

にこだわらず前後のサイズ

のを：つま先がキツイと歩 （コープいきいきセンター）

老化は足からといいま

を色々履いてぴったり合う

外反母趾

いているうちに足指が圧迫

足にあった靴選び！

ものを選びましょう。

② 履 い て 選 ぶ： サ イ ズ は

しょう。

す。 夕 方 選 ぶ の が い い で

になると足はむくんできま

① 靴 は 夕 方 に 選 ぶ： 夕 方

めの靴選びのポイント

足の異常を起こさないた

す。

は履いていると起こりま

い靴やハイヒールを長時間

と思いますが、足に合わな

女性は心当たりの方が多い

形してしまう病気です。

が小趾側に「くの事」に変

「 外 反 母 趾 」 と は、 母 趾

•
•
•
ザ・まめ知識

コープなにわ

2021 年４月号
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レッツ体操

腕のストレッチと筋トレ
今回は腕に焦点を当てます。腕の力は買い物袋を
持ったり、子どもやペットを抱き上げる時など、日常
的に重要です。各イラストで示した部分の筋肉を意識
しながら、呼吸を止めずに無理なく行いましょう。
①右手を上げて肘を曲げ、背中に置く。

②左手を右の肘に当て、軽く後方へ引く︵ 秒間

を１～２回︶。

※左手も同じように行う

❶腕のうしろ（二の腕）のストレッチ

❸腕のうしろ（二の腕）と前（力こぶ）の筋トレ
①拳を握り、両腕を胸の前でクロスさせる。
②内側の腕は身体から離すように、外側の腕は身体へ
近づけるように、力を釣り合わせて押し合う（10 秒
間を１～２回）
。
※内側と外側の腕を組み替えて同じように行う

10

❷腕の内側のストレッチ

❹ウオーキングの腕ふり

①手のひらを上にして右手を伸ばす。

①肘を 90 度くらいに曲げて、軽く拳を握る。

②手のひらが身体と反対側に向くように、指先を

②肘を後ろへ引くように意識しながら、前後へまっ

下にして手首を曲げる。

すぐふる（足踏みしながら 10 秒間を１～３回）。

③左手で右手の４本指を身体のほうへ引き寄せる

腕ふりの効果

（10 秒間を１～２回）。
※左手も同じように行う

・脂肪燃焼アップ
・肩こり解消
・二の腕、背中の引き締めなど

⑺

コープなにわ

№ 452

読者の

大東町 左海
清孝

和枝

一慧

人、ガン
37

万人・肺炎９万人・

年の人生で経

自殺者は２万人・コロナ死亡

者は８千人？

子供も孫も「おじいちゃんに

80

ようになる事を祈ります。

都島南通 亀谷

友渕町 上田
うつしたら」と遊びに来てく

験したことのない、異常な社

れません。寂しい事です。
「人

声
コロナの中、医療関係の方

ＴＶ報道では「コロナは怖

に会うな」「必ずマスクを」「協

前田健治

会 状 況 に 違 和 感 を 感 じ ま す。

い」の一色ですが、ＹｏｕＴ

力しない人は非国民」異論を

ご苦労様です。感謝です。

ていますか」で『茶つぼ体操』 ｕｂｅでは「コロナ報道は正

許さない社会は、コロナより

新湊市の珍姓の街の記事が

確でない」の意見を多数の人

怖い。

おもしろかった。

昔を思い出し歌い乍らやって

が警鐘発信いています。日本

「あなたの指はうまく使え

みるとなかなか出来なかった

中野町

2021 年 3 月 19 日（金）
15 時～ 17 時場所：高倉福祉会館
≪報告事項≫
※経営報告
※健診・健康づくり
※介護福祉部
※人材確保プロジェクト
※人事 ･ 教育 ※労組関係
≪討議・確認事項≫
※合併関係
※生協活動
※第 51 回通常総代会 1 号議案
※各支部取り組み
≪承認事項≫
※淀川クリニック空調設備入替
の件
※支部財政繰越金取り扱いの件

の１年間の死亡者１４０万

2021 年 2 月 19 日（金）
15 時 ～ 17 時
場所：高倉福祉会館
≪報告事項≫
※経営報告
※健診・健康づくり
※介護福祉部
※医療部
※人材確保プロジェクト
※人事 ･ 教育
≪討議・確認事項≫
※生協活動
※各支部取り組み
≪承認事項≫
※第 51 回通常総代会関係
※班会活動規定
※エアコン掃除作業

が、何回かしているちに少し

出来るようになりました。

都島北通 山下 百合子

大腸ガン検査はコロナの時

でも自分でできる貴重な検査

だと思います。今こそ力を入

れる時です。

友渕町 赤司 真智子

今世界中コロナ病で数字ふ

えるのが心配ですネ。私は外

出と言えば病院かリハビリと

たまにコンビニ行き。家にい

て一人でも楽しめる事があっ

たら教えて下さい。毎月新聞

を見る事やＣＤを聴くことぐ

らいです。早く班会が開ける

理事会だより

2021 年４月号

答えのわかった方は、
ハガキに、
何月号の答え、
住所・
氏名・電話番号と今月号の感想または医療生協・診療
所等への要望等を記入して
〒５３４・００１１大阪市都島区高倉町２－３－４
なにわ保健生協「コープなにわ編集部」までお送りく
ださい。正解者の中から抽選で３名様に図書カードを
プレゼントします。
ハガキに記入いただいた内容は
「読
者の声」に掲載することがあります。
〆切は２０２１年５月 20 日（当日消印有効）
（当選者の発表は６月号です。
）

１月号の当選者当選者

左海 清孝さん

上田 一慧さん

木村 一さん

１月号の答え

Ｂ

まちがいさがし

※隔月で
「クロスワードパズル」
と「まちがいさがし」を掲載さ
せていただきます。２つの絵で
ちがいが８つあります。Ａ～Ⅰ
から、ちがいのないエリアを１
つえらびましょう。

••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

コープなにわ

2021 年４月号

№ 452

診療案内 内科・整形外科・リハビリテーション科・放射線科
介護サービス 通所リハビリテーション事業・訪問看護事業
訪問リハビリテーション事業

コープ都島クリニック

診療案内

〒 534-0021

コープ都島クリニック 06·6923·3719 大阪市都島区都島本通 3-17-10
診療案内

火曜日・木曜日の山下先生の診療日は完全予約制となります
月曜日

火曜日

～

山下先生
山下先生
一般内科
( 第 1・3・4・5）
（胃カメラ
一般内科
９：00
腹部エコー）
（胃カメラ
谷口先生
腹部エコー）
12：30
一般内科
谷口先生
一般内科
（第２）

～

14：00
15：00

水曜日

山下先生
一般内科
（胃カメラ
腹部エコー）

山下先生
一般内科
（胃カメラ
腹部エコー）

健診

金曜日

土曜日

中谷先生
山下先生
一般内科
（第 1）
一般内科
松原先生
（胃カメラ
一般内科
腹部エコー）
（第 3）
植山先生
一般内科
（心エコー）
（第 2・4・5）
日野先生
整形外科
（第 1・3・5）

辻先生
豊田先生
吉田先生
一般内科
一般内科
一般内科
20：00 （腹部エコー） （腹部エコー） （心エコー）
～

第 3 水曜日

市場先生
一般内科
（心エコー）

医療相談

馬場先生
一般内科
（心エコー）

下線は
女医です

〒 534-0001

コープ淀川クリニック 06·6927·1135大阪市都島区毛馬町 4-4-6

診療案内 内科・循環器科・消化器科・整形外科・放射線科・小児科
介護サービス 通所リハビリテーション事業・訪問看護事業
訪問リハビリテーション事業
居宅介護支援 ケアプランセンター

コープ淀川クリニック

～

朝
９：00

～

16：00

～

夜
17：00
19：30

なにわ保健生協では平日に
お休みがとれない方のために
日曜日にも健診を実施してい
ます。平日とは違い待ち時間
も比較的少なく受診頂けるこ
とができます。

（直近 3 ヶ月分）
コープ都島クリニック
４月 18 日
５月９日・23 日
６月 13 日・27 日

６月 20 日

※コープ都島クリニックで

水曜日

木曜日

右馬先生
内科・小児科
（心エコー）

右馬先生
内科・小児科
（心エコー）

右馬先生
内科・小児科
（心エコー）

右馬先生
内科・小児科
（心エコー）

右馬先生
大宮先生
内科・小児科 内科・小児科
（心エコー） （腹部エコー）
道浦先生
（整形外科
胃カメラ）

右馬先生
内科・小児科
（心エコー）

右馬先生
往診

右馬先生
内科・小児科
（心エコー）

右馬先生
往診

右馬先生
内科・小児科
（心エコー）
藤田先生
内科・小児科
（心エコー）

５月 16 日

下さい。

火曜日

右馬先生
永田先生
山本先生
内科・小児科 内科・小児科
内科
（心エコー） （腎臓エコー）
（17：30 ～）

４月 18 日

す。各クリニックにお問合せ

診療案内

金曜日

コープ淀川クリニック

※健診は予約制となっていま

月曜日

12：00
昼
14：00

日曜健診受けませんか

健診

18：00

※山下先生

木曜日

土曜日

は、Web 予約も可能ですの
でご利用下さい。

組合員のための
無料法律相談
午後６時より

下線は
女医です

お気軽にご相談くだ
さい

◎予防接種は要予約

事業所案内
訪問介護事業

コープあみぃーゆ

〒535-0013 大阪市旭区森小路1-13-13

☎06-6954-2252

訪問看護事業

桜ノ宮訪問看護ステーション

〒534-0011 大阪市都島区高倉町1-5-7 1F ☎06-6923-3641

訪問介護事業・居宅介護支援事業・福祉用具貸与 ホームヘルパーステーションフレンズ 〒534-0011 大阪市都島区高倉町1-5-7

☎06-6923-3703

グループホーム

びろうじゅ高倉

〒534-0011 大阪市都島区高倉町2-3-4

☎06-6929-0012

認知症高齢者用デイサービス

風音（かのん）おおよど

〒530-0076 大阪市北区大淀中1-6-26

☎06-6452-6511

グループホーム

びろうじゅおおよど

〒530-0076 大阪市北区大淀中1-6-26

☎06-6452-6588

訪問介護事業

コープらくらくセンター

〒530-0016 大阪市北区中崎1-6-20

☎06-6292-7500

居宅介護支援事業

コープいきいきセンター

〒530-0016 大阪市北区中崎1-6-20

☎06-4802-4366

⑻

◦コープ都島クリニック
５月18日（火）
６月15日（火）
◦コープ淀川クリニック
５月25日（火）
6月22日（火）
担当
関西合同法律事務所
高橋早苗弁護士

