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組合員現勢

2022

2021 年 11 月末現在

１

月号

日（火）ひま

イ サ ー ビ ス ）、 生 活 協 同 組 合

合併法人施設見学ツアー
昨年の 月

ヘルスコープおおさかのコー

行止めもあり、街中の渋滞を

阪神自動車道の工事で一部通

ち野福祉会のかわち野里なが

生協病院、社会福祉法人かわ

（２面につづく）

せ（特別養護老人ホーム）で

バスは施設見学に出発しまし
た。

見学施設は、当法人のびろ

う じ ゅ お お よ ど（ グ ル ー プ

玄関

ホームと認知所高齢者専用デ
コープおおさか病院

す。

予測し 名を乗せたマイクロ

空 は 秋 空、 外 気 は 小 春 日 和。 わち野生活協同組合の東大阪

見 学 ツ ア ー を 開 催 し ま し た。 プおおさか病院、医療生協か

わり支部主催で合併法人施設

16

明けまして、
おめでとうございます
理事長

正人

11
11

山下

新年明けましておめでとうございます。昨年はコロナ
禍にもかかわらず、法人運営にご協力いただき誠にあり
がとうございました。さて、新型コロナウイルス感染症
の流行で、人々の日常生活が大きな影響を受けだして３
年目に入りました。
感染の危険性以外にも、長期間にわたる活動量や社会
参加の低下により、基礎疾患の悪化、癌検診率の低下、
認知機能の低下、フレイルの進行など健康二次被害が心
配されています。
このような状況下ですが、皆様には感染に気をつけな
がら、人と人のつながりを大切に社会参加して頂きたく、
法人としても感染症への対応、医療介護連携、健康診断
などの充実を図り、皆様の健康を守るため努力して参り
ます。
また、事業と運営を更に発展させ、健康で居心地のい
い大阪のまちを作るため、２０２３年４月に５法人が合
併して大阪に新しい医療福祉生協を作る予定です。
合併に向けて皆様の御理解と御支援をいただきながら
進めてゆきたいと思っております。本年も何卒、宜しく
お願い申し上げます。

びろうじゅおおよど
屋上庭園

●組合員
13,488 人
●出資金
270,423 千円

№ 460
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№ 460
⑴

℡：06（6923）3615 Fax：06（6928）0753

びろうじゅ
おおよど
びろうじゅおおよどは、１
Ｆに認知所高齢者専用デイ

手入れされていました。でき
康を守るための医療を提供さ

れており、地域住民の命と健

東大阪生協病院

説明を受けました。健診活動

では、年間健診数約３万件の

１割の３０００件が組合員の

紹介によるものとのこと。コ

た野菜などは入居者の方と一

東大阪生協病院は 床の病

院です。組合員活動部長の山

ロナの影響で病院内の見学は

れていました。

田様から東大阪生協病院の歴

できませんでしたが、屋上に

緒に収穫し、食事として提供
されているとのことでした。

史と、医療生協かわち野の医

あるリハビリ庭園を見学させ

かわち野里ながせ
かわち野里ながせでは、コ

療活動や組合員活動について

理者から説明を受け、その人
後、可能な範囲で病院内を見

経営状況など説明を受けた

る、地域交流スペースを併設

設内には地域の方が利用でき

国から受け入れ可能です。施

田村健蔵）

設見学ツアーでありました。

ことに強く感銘を受けた、施

色々、活動内容も色々である

の思いを感じました。生協も

して頂き、将来の仲間として

としての心籠った見学説明を

顧みると、同じ生協の仲間

て頂きました。

ロナの影響で施設見学はでき
ませんでしたが、責任者の池

コープ
おおさか病院
コープおおさか病院は大阪

田 様 か ら 説 明 を 受 け ま し た。
室、ショート

市指定救急病院で１６６床の
特養は全部で

らしく生活できる環境を大切
学し、分かりやすく丁寧に説

しており、地域の方やご家族

理事

（ひまわり支部

東大阪生協病院・発熱外来テント

サービスがあり、２Ｆと３Ｆ

室 あ り ま す。 女 性・

99

社会福祉法人かわちの福祉会
特別養護老人ホーム・ながせ

がグループホームになってい
ます。各階に部屋が 室あり
全部で
男 性 ２ 班 に 分 か れ て 見 学 し、 病院です。月見事務長様から

室あり、特養は全

にしているとのことでした。

明をして頂けました。新型コ

や入居者の憩いの場になって

ステイは

屋上には庭園があり、花や

ロナの対応では、ワクチン接

コープおおさか病院の歴史や

野菜などが植えられ、ボラン

コープおおさか病院・院内

いるとのことでした。

びろうじゅおおよど・共同スペース

種・発熱外来・入院受入をさ

村上介護福祉副部長と向井管

60

9

ティアの方の手により綺麗に

東大阪生協病院・リハビリ庭園

20

18
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FROM
介護事業所

うのウイルスが原因で帯状

うの関係ですが、水ぼうそ

まず帯状疱疹と水ぼうそ

お答えします。

ります。今回はその質問に

か？」と聞かれることがあ

ンを受けた方がいいです

疹にかかったけど…ワクチ

うにかかったけど…帯状疱

から「子供の頃に水ぼうそ

が、クリニックで患者さん

る帯状疱疹ワクチンです

最近テレビでよく耳にす

•
なるほど •
•
ザ・まめ知識

りません。そして

歳を過

ぎると発症率が高くなりま

再び活性化して発症しま
す。帯状疱疹にかかった後
す。そのため現在

歳を過

も同じです。
日本人成人の ％以上に
ぎた人は帯状疱疹のワクチ
ンを受けられるようになり
ました。
水ぼうそうにかかったこ
とがある人は、すでにウイ
ルスに対する免疫を持って
いますが、年齢とともに弱
まってしまうため、改めて
ワクチン接種を受け、免疫
を強化することが必要で
す。しかし予防接種を受け
たからと言って、絶対にか
からない訳ではありませ
ん。
普段から予防するには、
バランスの良い食事と睡
眠、適度な運動を行い、ス
トレスを減らして免疫力を
下げないよう心がけましょ

そうが治った後もウイルス

に潜んでいて、 歳までに

人は、このウイルスが体内

かかりつけの医師とご相談

ワクチン接種については

う。

は体内に潜んでいて、過労

（コープ淀川クリニック）

の上ご検討ください。

約３人に 人がかかると言

下 が っ た の を き っ か け に、 わる決してまれな病気はあ

80

№ 16

明治文豪の家系さまざま 名主・医療・公家

裕美

コープ淀川クリニック
デイケアスタッフ

板井

します。

これからもよろしくお願い

いです。

が落ち着いたら旅行に行きた

趣味は、旅行です。コロナ

よう頑張りたいです。

頂けるようお手伝いができる

が利用者様が笑顔で過ごして

私自身、まだまだ未熟です

て頂け、安心しました。

に接し、介助の仕方など教え

フの方々がどの様に利用者様

し不安でしたが、先輩スタッ

介護の現場は初めてで、少

明治時代を代表する作家といえば、夏目漱石と森鴎
外でしょう。漱石は江戸の牛込番場町の名主の家に生
まれました。先祖は信濃国水内郡夏目発祥の清和源氏
で、源頼朝に仕えて夏目の地頭になり夏目の名字にし
たものです。
夏目家は元禄時代に馬場町の名主となり、
以後代々世襲しており、漱石は六代目夏目直克の五男
です。森鴎外は石見津和野に生まれました。家は代々
津和野藩の藩医をつとめ、
鴎外は十四代目の当主です。
鴎外は、創立間もない東大医学部に入り医者になりま
した。その後は、陸軍軍医のかたわら、小説家として
活躍しました。一番名家の出は、武者小路実篤です。
武者小路家は公家の家柄で、
実篤は子爵家の二男です。
長男公共は外交官、弟の実篤は白樺派の作家として活
躍しました。政治学者の武者小路公秀は公共の子供で
す。

職員紹介

日本人のお名前考

50
50

やストレスなどで免疫力が

疱疹にかかります。水ぼう

90

帯状疱疹ワクチン
について
1
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びろうじゅおおよど

がありませんでした。石炭火

力発電が二酸化炭素を増やし

地球温暖化が進み、やがて人

間が住めなくなることが強く

懸念されている時にです。

日本政府は脱石炭に触れ

ず、石炭火力発電の 个所新

者の重要な課題ではないで

球 温 暖 化 に 反 対 す る 運 動 も、

日閉幕しました。英・

国が、 しょうか。

た報告書には「石炭」の言葉

しかし、日本政府のまとめ

た。

ど一定の前進を見た会議でし

理事 内海芳隆）

石炭火力の全廃を声明するな （ひまわり支部

仏・独・ＥＵなど世界

月

ＣＯＰ （国連気候変動枠

子や孫の住み続けられる地

こと。

ことです」の答えだったとの

とを尋ねると「地球温暖化の

問いと、一番印象に残ったこ

ていました。なぜ最後までの

小学生２人のことが掲載され

頭演説を最後まで聞いていた

稿欄に、衆議院選挙の時、街

革新政党の機関紙の読者投

ます。

す。世界の流れに逆らってい

ネシアに輸出を目指していま

設や、ベトナム・タイインド

9

庭園だより
金柑が鮮やかな黄色に
皆様、あけましておめでとうございます。
びろうじゅおおよど屋上庭園です。今年も、屋上庭園の季
節の移り変わりを皆様にお伝えして参ります。一年のうちで、
ちょうど気候の良い期間が短くなり、暑いか、寒いかでびろ
うじゅおおよどの入居者様も屋上に上がるタイミングが難し
くなってきていますが、そんな中、屋上に上がると目を引く
金柑が緑色から黄色に姿を変えようとしています。
今年は少し早い時期から鮮やかな黄色に移り変わりつつあ
り、また例年よりもたくさん実を付けています。今年こそは、

応募

私たち医療福祉生協に関わる

26 26

たくさん収穫して、ジャムか甘露煮にして皆で食べたいと思
います。

・淀川クリニック内での清掃業務
・週２日勤務できる方歓迎！（要相談）
勤務時間（月～金）12 時 30 分～ 15 時 30 分
時間給 1,000 円
13

組条約第 回締約国会議）が

まず、お電話下さい。 06-6927-1135（吉岡）
面接時、履歴書（写貼）持参下さい。

45

・デイケアでの食事の配膳業務
・週３日勤務できる方歓迎！（要相談）
勤務時間

（月～金）9 時 50 分～ 13 時 30 分
 
（土）9 時 10 分～ 13 時 10 分
時間給 1,000 円

つぶやき

淀川クリニック
11

№ 460 ⑷
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職員大募集
淀川クリニックデイケア

トレーニングルーム

レインボー

感染症予防対策をしっかりと
こんな時だからこそ「体力づくり」を

感染症対策と
しては、窓を大
きく開け５名様
以下で２メート
ル以上の間隔を
開けるようにし
ています。
「体力をつけ

ボー」は２００５年にオープ
クがありますが、現在利用さ

人が集まる場所は感染リス

います。

ドライン」に沿って運営して

方法をコロナ前より詳しくお

がないため、マシンで鍛える

トップしています。レッスン

拡大したため昨年３月からス

スン（集団体操）は、感染が

い！

お越しくださ

非、体験見学に

われる方は是

みたいな」と思

い運動を学んで

たいな」
「正し

ンしました。月間延べ２００
れている方からは「ここはで

伝えしています。

コープ都島クリニックのト

人、 コ ロ ナ 以 前 は 月 間 延 べ

きる対策はやっている」とご

レ ー ニ ン グ ル ー ム「 レ イ ン

３００人の組合員が利用され

意見を多数いただいていま

また、今年４月から自宅で

ています。

分程度

できる体操の紹介を「ミニミ
ニレッスン」として
実施しています。

体験見学募集中！

す。
コロナ前に、輪になって

分程度実施していましたレッ

10

現在は、日本フィットネス
産業協会が定めた「新型コロ
ナウイルス感染拡大対応ガイ

60
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きれいな姿勢をつくる
胸と背中の体操

レッツ体操

今回のテーマはきれいな立位姿勢のつくり方です。簡単にできる「姿勢チェック」と、きれいな姿勢を維持す
るための胸と背中の体操を紹介します。

きれいな立位姿勢「姿勢チェック」
・鏡に対して横向きに立つ
（誰かに見てもらってもＯＫ）
・耳の穴・肩（肩峰）
・股関節中央（大転子）
・膝関節中央・
くるぶしの位置が一直線になるように背筋を伸ばす

1、胸と背中の体操Ⅰ
①両手を肩に置いて胸を張り、足を肩幅に開いて立
つ
②４つカウントしながら肘を近づけ、身体の正面で
閉じる
③４つカウントしながら（１）の姿勢に戻る
（10 回×１～３セット）

●ポイント
・①では両肩の肩甲
骨を寄せ、しっか
りと胸を張る
・②の際に、腕が下
がらないように気
をつける

2

胸と背中の体操 II

①足を肩幅より少し広めに開いて立つ
②４つカウントしながら肘を引いて胸
を張り、両肩 の肩甲骨を寄せる
（両手はグー）
③４つカウントしながら肘を伸ばして
背中を丸め、 両肩の肩甲骨を離す
（両手はパー）
（10 回×１～３セット）

⑺

コープなにわ

№ 460

読者の
なってきて体調を崩される方

多いけど、私は出かけるのは

金の償却制度廃止について

病院とリハビリだけではなく

990 円
（税込）

声
…自粛生活ももう少し、皆さ

非組合員

んでルールを守ってがんばり

※グループホーム入居時保証

緊急事態宣言が全面解除さ

≪承認事項≫

330 円
（税込）

ましょう。班会が開かれるの

※支部・委員会報告

組合員

れましたが、６波にならない

※生協活動

よう、今までどおり、手洗い、 が楽しみにしてます。

≪討議・確認事項≫

和枝

40 歳未満

都島南通 亀谷

※法人合併推進本部関係

うがい、マスク着用を徹底し

期間：2022 年 1 月～ 3 月末
大腸がんは早期発見・早期治療で 95％
が治る病気です。検査方法は、自宅で 2
日分の便を採取し提出するだけ、何の痛み
も伴わない簡単な検査です。詳しくはクリ
ニックまでお問い合わせ下さい。

ていきます。

友渕町 荻野 久美子

衆院選が始まりました。今

※監事会報告

までの議員さんも国民が選ん

※人事・教育・労務

だ人です。今回は特に与党野

※人材確保プロジェクト

党の声をよく聞いて一票がム

大腸がんキャンペーン

≪報告事項≫

※医療部

ダにならないようにしたいと

場所：高倉福祉会館

※介護福祉部

輝男

15 時 ～ 17 時

※健診・健康づくり

思います。

10

大腸がん検診を受けま
しょう

2021 年 11 月 19 日（金）

※経営報告

友渕町 鈴木

理事会だより

今年は 月半ばになっても

度の気温で身体がついてい

きません。日頃から汗かきの

私は少し動くだけで汗が出る

ので年齢的にどこか悪いのか

と思う日々。涼しくなってほ

しい。

都島北通 山下 百合子

毎月通信ありがとう、楽し

み に し て ま す。 少 し 涼 し く

30

2022 年１月号

40 歳以上 ７０歳以上
大阪市在住 大阪市在住
無料

無料

300 円

無料

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２０２２年２月 20 日 ( 当日
消印有効）
（当選者の発表は３月号です）
月号の当選者
山下 百
  合子さん
鈴木 輝男さん
荻野 久美子さん

10

10 月号の答え

Ｈ

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

2022 年１月号

№ 460

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

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

永井先生
一般内科

山下先生
一般内科
（胃カメラ
腹部エコー）

～

９：00

火曜日

12：30

14：00

水曜日

木曜日

山下先生
一般内科
（胃カメラ
腹部エコー）

～

日曜健診は待ち時間も比較
的少なく受診頂けることがせ
きます。
（直近３カ月分）

都島 cl

お休み

淀川 cl

お休み

健診

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）

馬場先生
一般内科
（心エコー）

～

18：00

※山下先生

日曜健診受けませんか

土曜日

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

山下先生
一般内科
（胃カメラ
腹部エコー）

健診

15：00

金曜日

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

第 3 水曜日

医療相談

コープ淀川クリニック

下線は
女医です

〒 534-0001
06·6927·1135大阪市都島区毛馬町 4-4-6

都島 cl

13・27

淀川 cl

20

都島 cl

13・27

淀川 cl

20

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

月曜日

～

朝
９：00

火曜日

水曜日

診療案内

木曜日

右馬先生 右馬先生 右馬先生 右馬先生
内科・小児科 内科・小児科 内科・小児科 内科・小児科
（心エコー） （心エコー） （心エコー） （心エコー）

12：00

～

昼
14：00
16：00

右馬先生 右馬先生 右馬先生
内科・小児科 内科・小児科 内科・小児科
（心エコー） （心エコー） （心エコー）

～

夜
17：00
19：30

右馬先生
往診

永田先生
内科・小児科
（腎臓エコー）

◎予防接種は要予約

金曜日

土曜日

大宮先生
内科・小児科
右馬先生
（腹部エコー）
内科・小児科
道浦先生
（心エコー）
（整形外科・胃カメラ）
（第 1・3・5）
三木先生
（整形外科）
（第 2・4）
右馬先生
内科・小児科
（心エコー）

※健診は予約制となっていま
す。各クリニックにお問合
せ下さい。
※コ ープ都島クリニックで

藤田先生
内科・小児科
（心エコー）

下線は
女医です

⑻

は、Web 予約も可能です
のでご利用下さい。

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

〒531-0076 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

〒531-0076 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

