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中萩診療所漢方外来
毎月 第1・3土曜日 9:00 ～ 12:30　15:00 ～ 17:00

○ 中萩診療所のみ第2・4・5土曜日 内科診療有り　15:00 ～ 18:00休 〇

〒792-0050 新居浜市萩生1061番地
電話（0897）47-5890
FAX（0897）40-8020
mail：info@niihama-mcoop.or.jp
ホームページ：http://niihama-mcoop.or.jp

新居浜医療福祉生活協同組合

内科・リハビリテーション科内科
リハビリテーション科
漢方外来　　入院19床
デイサービスセンター 風のうた ☎40-5570
リハビリセンター 風車 ☎40-2008
デイサービス 風花 ☎40-2526
居宅介護支援センター おとなりさん ☎66-2636
訪問看護ステーション そよ風さん ☎40-5539
鍼灸指圧院 ふわり ☎40-2563
サービス付き高齢者向け住宅 風の舞 ☎40-2528
 桜のにわ ☎40-6622
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 上部野の花 ☎47-6680
助け合い事業 銀のいと ☎090-4472-3644

内科
リハビリテーション科
皮膚科
診療時間 午前8:30 ～ 12:30

午後2:30 ～  5:30

※新田診療所のみ午後の診療時間が午後2:30 ～ 5:30になります。

デイケアセンター ひだまりの里 ☎34-0007
居宅介護支援センター そらいろのたね ☎65-3711
グループホーム 香り草 ☎65-3681
訪問看護リハステーション 新田 ☎47-6400
デイサービス 川辺の家（西条） ☎52-0578
デイサービス みんなの家（船木） ☎31-8710
居宅介護支援事業所 みんなの家 ☎47-8855

新居浜医療福祉生協の理念
◆ 自分たちの健康は自分たちで守ろう
◆ からだ、こころ、いのちを総合的に捉え、東洋医学・西洋医学等を統合する

医療を目指そう。
◆ 安全な食・水・空気を守り、生み出そう。
◆ 一人では生きてゆけない。自立と助け合いの輪を広げよう。
◆ 一人ひとりの立場・良さを認め合い、心豊かな町づくりをめざそう。

デイケアセンター ともだち ☎31-5553
デイサービス わいわいクラブ ☎31-1818
居宅介護支援センター たかつ ☎31-5600
訪問看護ステーション たかつ ☎31-5700
グループホーム あったかほーむ たかつ ☎32-6880

グループホーム あおぞら ☎65-3511
デイサービスセンター さくらんぼ ☎65-1003
デイサービス のんびりさん ☎31-5011
ヘルパーステーション 野の花 ☎65-1058
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 野の花 ☎47-6680
小規模多機能 垣生倶楽部 ☎67-1688

新居浜
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発行：新居浜医療福祉生活協同組合　広報委員会

組合員数 11,353人
出資総額 277,066,000円
平均出資金額 24,404円
　　　　（2020年5月末日時点）

Ｖｏｌ.234

7
2020

[広報委員会より]生協ニュースでは皆様からの声や投稿をお待ちしています。皆様が日々の生活で感じたこと、ニュースへのご意見、その他俳句や絵手紙など何でも
結構です。お気軽に投稿してください。

　石油由来原料、合成界面
活性剤、蛍光増白剤、カチ
オン、シリコン、鉱物油、合
成ポリマー、合成防腐剤、合
成香料、合成着色料はすべて
無添加です。

　汚れの程度と洗濯物の量に応じて使用量を調整してく
ださい。洗濯中に泡が消えない程度が適量です。すすぎ
は２回行ってください。

㈱太陽油脂

100％自然由来成分!
ハグしたくなる肌触り

パックス

洗濯用石けん
Wパワー

ガンコ汚れも
しっかり洗える
純石けんと炭酸塩の

Wの洗浄効果

お求めは新居浜医療福祉生協 地域包括ケア部、診療所で

標準小売価格￥715（税込）
組合員価格 575円（税込）

内容量：1,000ｍｌ
詰替用

標準小売価格￥1,045（税込）
組合員価格 840円（税込）

内容量：1,200ｍｌ
本 体

計りやすい
キャップ

スリム形状で
場所を取らない

（奥行 72 ㎜）

残量が
確認できる
スリット付

女性でも
取扱いやすい
取っ手付き

使用量削減
石けん分と炭酸塩のバランス見
直しにより使用量が減りました

30ℓあたり

60㎖

30ℓあたり

になり経済的!
40㎖

20㎖
削減

どんなお仕事をしていますか？
普段は中萩診療所の受付で、受診に来られた患者さ
んの対応をしています。日によっては会計や調剤補助
を担当したりもしています。

仕事をする上で心がけていることは？
受付は患者さんが受診に来られて、一番初めに接す
るところなので、笑顔で丁寧な対応を心がけていま
す。会計や調剤補助も丁寧に、でもできるだけ患者
さんを待たせないように、と心がけています。

職場はどんなところ？
医療事務として、まだ経験があまりないので、分から
ないこともたくさんありますが、医事は優しいお姉さ
んばかりなので、聞けばみんなが丁寧に教えてくれま
す。勉強にもなるし安心して仕事ができます。

趣味や特技、好きなことはありますか？
学生の頃はバレーやバスケをしていましたが、働き始
めてからはあまりできていません。
ここでは料理が得意という事にしといてください（笑）
たまには作っているので…

「生協ではたらく人」
中萩診療所 医療事務　村上　遥さん

　中萩診療所で働き始めてもうすぐ１年。中萩診療所の
受付の顔としてすっかり馴染んできた、今年、新成人の
村上　遥さんにお話を聞きました。

　皆さんも会った時はぜひ「ニュース見たよ」と一言声を
かけてみてください。

　日頃の感謝の気持ちを込めて手
作りマスクをご近所の皆様にお配
りしました。
　すると後日、このような葉書が
届き、地域の方との繋がりを感じ

とてもうれしく思いました。
　今後ののんびりさんの活動に繋げる事が出来ると
いいなぁと思いました。

2018年５月にのんびりさんへ
行ったときに入り口に咲いて
いた花です。後で「ゴテチア」
と知りました。１年草だったん
ですね。とてもきれいでした。

♥うれしかったヨ！

のんびりさんうれしかったヨ！

のんびりさん

　気持ちのいい季節に
なりました。昨日はご
近所の皆様へと、手作
りマスクを届けていた
だきありがとうござい
ました。早速使わせて
いただきます。
　うちの庭にもまもな
くあじさいが咲き始め
ます。散歩に出られるときは覗いてみてください。
早くコロナの終息を願っています。（３月15日）

❽ にいはま 医療福祉生協ニュース

YAMANOUCHI
長方形



特定健診のご案内特定健診のご案内特定健診のご案内

特定健診のお申し込み・お問い合わせは新田・中萩・高津診療所までお願いいたします。

◆ 特定健診
対象者：
料　金：
実施期間：

国民健康保険加入者（40 ～ 74歳）の方
無料（新居浜市が全額負担）
受診券が届いた日から2021年３月31日まで

◆ 後期高齢者健康診査
対象者：

料　金：
期　間：
申込方法：

75歳以上または65歳以上で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入し
ている方
無料
2020年６月１日～ 2021年３月31日まで
受診券の発行は新居浜市国保課へ電話で申し込み
※受診には申し込み後に届く受診券が必要になります。

お誕生日月の健診で、嬉しいバースデー特典！

心電図と貧血検査を無料で追加できます。

診療所まで無料送迎があります。（組合員さんに限ります。）

選べる！特定健診とセットでお得な検診メニュー♪

・職員と患者さんのマスク着用およびアルコールによる手指消毒の実施
・診療所内にある全施設は２時間毎に換気して空気の入れ替えを実施
・人と人との距離を一定に保ち、３密の状態にならないよう注意をする。
・来所時に受診者および職員の検温、健康チェックを実施
・人の手に触れるもの（手すりなど）は定期的に消毒を行う。　　など

新居浜医療福祉生協 で受けると…

「老人ホームに恋してる。」
（祥伝社）
　　　　　大塚　紗瑛 著

オススメの本コーナー

　誰もが思う「大変」「きつい」。なのに恋するっ
て？まずはタイトルに釘付けに！ 著者は、芸大を
卒業後、就職説明会で、「福祉の仕事はクリエイ
ティブ！」という福祉施設で働く方の言葉に惹かれ、
特養のインターンシップへ。そこで、優しい利用者
さん、職員さん達に出会い、久しぶりに心が満た
され、「この気持ちを形にして伝えたい。」と、最終
日には介護の世界に入る決心をします。
　「『ありがとう』だけではやってられないことも正
直ありますが、1年前も今も利用者さんの『ありが
とう』に救われていることも事実です。」「大変なこ
ともあるけど、『やりたいこと』もしっかりと続けら

れて幸せです。決して苦労だけではないことを伝
えたい。」
　個性あふれる利用者さん達とのエピソードに
ほっこりしたり、ほろりとしたり。そんな日常を絵
日記風にやさしいタッチで描いています。
　「嫌になる時もある。辛い時だってある。でもそ
れだけじゃない。楽しくて貴重で優しくてかけがえ
のない瞬間もあるんだよ。どうかそれが伝わりま
すように。」

（文：河村　晴美）　

風に吹かれて

　現職は精神科医として又、未だ作詞家として活躍中の北山修さんによる「良い加減に生きら
れないあなたへ」と題してのメッセージから
　私どもは明らかに矛盾していると思われる相反するものを共有すること、つまり肯定と否
定が同時に存在すること、例えば「痛々しいと愛しい」「おかしいと可笑しい」「可哀そうと可愛い」等、この矛盾なる
ものを１本にして生きている。
　これを適当と言うが。因みに、これらの表現は日本語にしかない。そう、この適当さこそが良い加減なのです。
そして言い換えれば「ゆ（水の温まる有様）」で始まる言葉、「ゆとり」「愉快」「ゆるむ」「ユーモア」等々。「どっちでもい
いよ」と歌いながら「良い加減で」ゆっくり生きていきませんか？

介護福祉士　野口　幹代

　これに伴い、新居浜医療福祉生協でも、お薬を入れるビ
ニールの手提げ袋の配布を廃止致します。
　プラスチックは、非常に便利な素材ですが、プラスチック
ごみによる環境汚染、地球温暖化等の課題があり、現在大
問題として世界を脅かしています。
　私達は、このような問題に対して、一人ひとりができるこ
とから取り組んでいきたいと思っております。
　組合員の皆様にはお手数をおかけしますが、７月より各診
療所を受診される際には、マイバッグ持参のご協力を宜しく
お願い致します。

マイバッグ持参に
ご協力ください！
プラスチック製買い物袋の有料化が
2020年７月１日より全国でスタート！

～自分たちの健康は自分たちで守ろう！～

特定健診で年1回の健康チェックを♪
年1回の健診で

自分の体の状態が
わかるので
安心です。

中性脂肪が
減ってきた！

健診で運動の効果が
見えてうれしい♪

病院嫌いの夫が、
健診のおかげで、
病気の早期発見に
つながりました。

★皆さんが安心して受診できるために、各診療所では新型コロナウイルスの
　感染防止を実施しています。

◆ 健診の内容（基本的な健診項目及び追加検査）
● 問診 ● 血圧測定 ● 身体測定（身長・体重・腹囲・BMI）
● 血中脂質検査（中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール）
● 肝機能検査（GOT・GPT・γ-GTＰ） ● 血糖検査（ヘモグロビンA1c・血糖）
● 尿検査（糖・蛋白） ● 腎機能検査（尿潜血・血清クレアチニン）
● 代謝系検査（血清尿酸）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に電話予約をお願いします。

❷ にいはま 医療福祉生協ニュース ❸にいはま 医療福祉生協ニュース



行事のお知らせ 行事の日程は都合で変更になる場合もございます。
お問合せ・申し込みは地域包括ケア部☎（40-5510）まで

（送迎はご相談ください。）みんなの広場
みなさんにお知らせしたいことなど投稿内容は自由！
皆さまからのお便り、お待ちしています。
宛先はクロスワードコーナーをご覧ください。

● ばんざ～いヽ (^o^)丿「連れ添って 喜怒哀楽の 50
年」1970（S.45.5.2）～ 2020（R2.5.2）金婚式を迎
えました。

藤田　登世美さん（船木）　

● 「みんなの広場」で紹介の絵手紙いいですね。心が
和みました。

渡辺　智恵子さん（阿島）　

● 私、毎月、福祉生協ニュースを楽しみに読んでいま
す。初めて応募します。個人的には出資金も最低
ですのに、毎月何年も生協ニュースを送って頂き有
難うございます。頑張って出資金増額します。

木本　好信さん（西条市氷見）　

● コロナウイルスで、習い事もお友達との楽しみの
食事会等出来なくなり、家で体操したりテレビを見
たり。でも、お友達と楽しいお話が出来ないのは
やはりさみしいですね。

伊藤　純子さん（西条市中野）　

● ５月号「まちかど保健室」コロナで毎日家でテレビ
ばかり見て再放送のドラマばっかしでつまらなかっ
たのですが、家の中でイスに座ったまま運動がで
き、手足を伸ばしたりで、筋肉が鍛えられているよ
うで楽しく毎日体を動かしております。ありがとう
ございます。

片岡　三千子さん（東雲町）　

● 「簡単クッキング」のそら豆のひすい煮、出来上がり
のきれいな豆になり、大変おいしくきれいに仕上が
り、一層そら豆楽しく食べています。ありがとうご
ざいました。

野田　満知子さん（久保田町）　

● この所雨が降らないので畑が砂漠です。夏野菜の水
やりで毎朝五時起床です。食するのが楽しみです。

松本　喜美恵さん（篠場町）　

● 我が家の庭に咲いているニオイバンマツリの花、
そろそろ終わりに近づきました。

河端　祐司さん（萩生）　

● 90歳にも見えなくてお元気で若々しくて笑顔がい
い「銀のいと」の会員、阿部幸信さん、現役で仕事
されていてすごいですね。「趣味は人の役に立ち、
喜んでもらえる事」とは人生のお手本ですね。これ
からもお元気で人生もっともっと楽しんで下さい。
フレー！フレー！

中村　美代子さん（船木）　

● コロナの影響でどこも行けず太った体を燃焼させ
ようと筋トレしたら、ものすごい筋肉痛に襲われて
歩くのもキツイです。日頃どんだけ運動していない
のか…笑

山田さん（桜木町）　

● 孫共々とても楽しみにしています♪いつもありがと
うございますm(_ _)m

小野　ひとみさん（中村松木）　

● いつも楽しく拝読させて頂いております。クロス
ワードは割と難しいです。先日中萩診療所で診察の
機会があり初めて佐々木先生に診て頂きました。的
確な診断と先生の患者を安心させてくれる話し方
もスゴく良かったです。そしてすごくイケメンで、
自分の子どもくらいの年齢の先生にドキドキ（笑）し
ました♪端正な素敵なお顔にウットリしました！ま
た佐々木先生に診て頂きたいと思いました。中萩
診療所のカフェにも初めて行きましたが、お店から
観える山々のきれいな景色や優しいスタッフの方た
ちとか、とても良いお店でした。これからも度々
利用させてもらいます。益々のご繁栄をお祈り申し
上げます。

藤田　純子さん（新田町）　

● 長い外出自粛生活でぬるーい生活を送っていたの
で、これから活動を再開できるか心配です(‾▽‾;)

ミキティさん（下泉町）　

● ５月31日、当地は梅雨入りした。毎朝、ウォーキン
グの時、美しい日の出を見るのが楽しみだが、梅
雨の間はそれは見えないことが多いだろう。でも、
往復５㎞、八十路をとうに超えた者には充実感と、
満足感、達成感が感じられる。続けるつもりだ。

岡田　稔さん（萩生）　

● コロナコロナで大変ですね。時間があり過ぎて困っ
てましたが、数独に一度挑戦するとハマってしまい
近頃は韓ドラも見ないで頑張ってます。頭の体操に
なり良いですね。孫（２歳６ヶ月）とのラインの時間
も長く出来るし、コロナも悪く無いですね。手帳を
見て１日の行動開始していたのがもう何日も見てな
いです。早くコロナが過ぎる事を願っております。

村上　智美さん（高木町）　

● コロナウイルス拡大も油断は出来ませんが第２波に
注意し気長に健康管理していきます。まちかど保健
室の４項目を参考にして取り組みたいと思います。

阿島のトミ爺さん（阿島）　

● 暑くなってきました。コロナと相まって室内で過ご
すことが多くなりがちですのでどうしても運動不足
なりがちです。そこで私は室内でできる運動を色々
やっています。ラジオ体操・背骨伸ばし・ももの上
げ下げ等々です。

村上　省二さん（坂井町）　

● 前回に続き、２回目の応募です！！今回こそは当た
るかな？

水野　桜花さん（土橋）　

● ページ数が少ないので、毎月全てに目を通せます。
クロスワードクイズは楽しいですし、「まちかど保健
室」では折にふれてその時に必要な知識を提供して
下さり、有難いです！

ピッグママさん（高津町）　

● 子ども達や学生も、外での声で元気になり、大変
うれしい。

岩本　栄さん（庄内町）　

３密対策をとりながら、少しずつサークル・体操などの活動が再開できるようになりました。
※ 会場によっては、検温や健康チェックなどをお願いする場合があります。

上部西

日　時  ７月７日㈫ 11:00 ～ 12:00
場　所  鍼灸指圧院ふわり（中萩診療所敷地内）

　　　 ※中萩診療所の駐車場をご利用下さい。
参加費  無料

定員５名程度 川　東

日　時  ７月９日㈭ 11:00 ～ 12:00
場　所  あかがね鍼灸院（東雲町２-10-36：河川敷陸上競技場横）

　　　 ※正面駐車場23、24、25番をご利用下さい。
参加費  無料

定員５名程度

要予約 要予約
各定員10名定員10名 川　西

オレンジカフェ

日　時  ①毎月第２金曜日 13:30 ～ 15:00
　　　  ②毎月第４金曜日 13:30 ～ 15:00
場　所  ①手作りTOMO（若水町1-8-17）
　　　  ②若宮公民館
参加費  100円（お茶、お菓子代）
担　当  橋本 080-8634-6121

オレンジカフェとは認知症の当事
者や家族、地域の住民が誰でも気
軽に参加でき、楽しめる場です。
ぜひお気軽にご参加ください。

みんなでお茶を飲みながら、学習
会や脳トレ、おしゃべりをしていま
す。認知症の個別相談なども行い
ます。お気軽にお越しください。

上部西

パソコン教室
定員10名

日　時  月３回火曜日 13:30～
場　所  中萩診療所マインドホール
参加費  月1,000円
担　当  森 40-5510

講師の眞鍋先生と一緒に、楽しく
パソコンを学びましょう！ 文章作
成、年賀状、写真の処理など生活
に役立つパソコン技術を学べます。

ノートパソコンをお持ち下さい。
新田、高津教室は休止しています。

７月から「ツボ押し健康教室」が始まります♪
　東洋医学には「未病」という言葉があります。未病とは体が健康から、不健康に
向かっている状態。病気ではないけれど、なんとなく調子が悪い状態をいいます。
　未病の段階で教室ではツボを紹介しながら押したり、体操をしながら楽しく健
康づくりを行います。実際に、長生灸や棒灸、置き鍼などを使って、一人ひとり
の体調に合わせた健康づくりも行います。

※ 自治会・施設・ご自宅などで「ツボ押し健康教室」を始めてみませんか？お友達・自治会など
５名様程度の集まりに、鍼灸師がお伺いして体操やツボ押しを行います。週１回～月１回の
頻度で集まって一緒に健康づくりをしてみませんか？

お問い合わせ  080-8634-6121（橋本まで）

　新居浜医療福祉生協では１年に１度、住所等の確認と出資金残高の確認
のために、すべての組合員さんへ出資金残高通知を発送しています。
　７月上旬に発送を予定していますので、右記のハガキが届きましたら開封し
てご確認ください。またハガキが届かない場合はお問い合せください。
　出資金残高通知は2020年３月31日までの出資金が記入されています。
４月１日以降に出資いただいた分は反映されておりませんのでご注意くだ
さい。
　また出資金残高通知が３年続けて宛名不明により返送された場合は、脱
退の手続きをさせていただくことになります。

出資金残高通知
発送のご案内

お問合せ：新居浜医療福祉生協本部 TEL（0897）47-5890

このハガキを
発送しています。
ご確認ください。

上部西

気功教室
日　時  第１、第３水曜日 14:00～
場　所  中萩診療所 マインドホール
参加費  初回体験は無料
　　　 ２回目以降は、1回500円
講　師  河端久美子先生
担　当  森 40-5510

動きやすい服装、タオル、飲み物
などをご持参下さい。気功で体も
心もリフレッシュ！ 一度、体験して
みませんか？

要予約
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誰でもかんたん クッキング誰でもかんたん クッキング

　夏にピッタリのメニューです。さばの味噌煮缶の買い置きさえ
していれば、買い物も味付けも必要なし！もちろんそのままで
も充分おいしい缶詰ですが、ピーマンを加えれば味噌の風味を
生かしたおかずの一品に。栄養たっぷりの缶汁も使います。

＊さば缶の缶汁は、後で入れた方が香ばしくておいしいです。「さばの味噌煮缶」は、色々なメーカーから販売
されていますが、メーカーによって、味噌の種類や調味料の配合が違うため、使用するさば缶で味も変わっ
てきます。ぜひ、良質な物を使用して下さい。

＊今回、使用したさば缶は、東日本大震災復興支援商品として、本部にて販売しております。　　　　　　
購入をご希望の方は、47-5890までご連絡ください。

さばとピーマンの味噌炒め

　得意料理やお菓子のレシピ、旬の食材を使った料理など何でも結構です。皆さんのおすすめレシピをぜひ
ご紹介ください。たくさんのご応募お待ちしています。

みんなのおすすめレシピ大募集

① ピーマンはへたと種を取って、縦1ｃｍ幅に切り、しょうがは千切りにする。
② フライパンにごま油を熱し、先にしょうがを入れ、香りが出たらピーマンを加えて炒める。
③ 先に、さばの味噌煮缶のさばの身だけを加えて（＊汁は後で！）炒める。
④ 缶汁を全体に回し入れ、汁気が無くなるまで炒めて完成。

作り方

材　料（２人分）

ザ★クロスワードザ★クロスワード
答

A B C D E F

■ タテのカギ
① 夏の代表的な果菜
② 生後四週間までの赤ちゃん
③ 目。……シャドー
④ 騒音。雑音
⑤ 着物などの模様
⑥ 細菌から作った感染症予

防の薬剤
⑧ 中学や高校の……
⑪ 乙な味。山海の……

⑬ 壁に描いた絵
⑭ 赤ん坊を運んでくる鳥
⑮ 奉仕。……精神
⑰ 銀行などに預けたお金
⑱ 詳しく調べて選ぶこと
⑳ 幅の狭い道
㉒ 灯……。天文……
㉓ とら……。……ちり

■ ヨコのカギ
① 押し・巻き・にぎり・ちら

しなどあります
③ けん牛と織女がデートする

場所
⑦ 陽性ではありません
⑨ 首都はバグダッド
⑩ 地球の外側を回る惑星
⑪ マップ
⑫ 紙・組・線などの部首
⑭ エア……。パソ……

⑮ 医者がコレを投げると大
変です

⑯ 何か変。……きてれつ
⑱ 絵巻物「鳥獣……」
⑲ シメジ・マツタケ
㉑ 聞いた人が感心する話
㉓ 力闘。孤軍……
㉔ 水泳。……クラブ
㉕ 団体や会の役員

答えと住所、氏名、年齢、電話番号を記
入して、一言メッセージを書いてハガキ・

E-mail（お一人様１回限り有効）にて応募して下
さい。メッセージ（ペンネーム可）はみんなの広場
に一部編集の上で掲載される場合があります。

応募
要領

あて先は

〒792-0050 新居浜市萩生1061
　　　　　新居浜医療福祉生協本部
　　　　　ザ★クロスワード係

メールアドレス　news@niihama-mcoop.or.jp

二重ワクの文字を、Ａ～ Fの順に並べてできる言葉は、なに？

締め切りは毎月15日消印有効

キリトリキリトリ

ま ち か ど 保
健 室

薬は食後に飲めばいい、忘れないし…でいいのかな？
案外よく分からないのが薬の飲み方です。
◆ 食前…食事の30分から１時間前に服用。
　例えば吐き気止めはあらかじめ吐き気を抑えてか
ら食事をすることで吐き気や吐くのを予防します。

◆ 食直前…食事のすぐ前、５分から10分以内に服用。
　糖尿病の薬に糖分の吸収を遅くする薬がありま
す。これは食べ物より先に薬が胃の中に入っていな
いと効果がありません。他に糖尿病の薬で低血糖予
防のため食直前服用の薬もあります。

◆ 食後…食事の後30分以内に服用。
　胃の中に食べ物があることで胃の粘膜が荒れる
のを防ぎます。飲み忘れにくいという利点もありま
す。ほとんどの食後の薬には食直後に飲んでも大丈
夫です。

◆ 食直後…食事が終わったらすぐに服用。
　食べ物といっしょだと吸収が良くなる薬など。
DHA、EPA製剤があります。

◆ 食間…食事から２時間くらいの空腹時。
　間違えて食事中に飲んでしまう人がいますが、空
腹時です。漢方薬は食間（または食前）服用ですが、
胃を荒らしにくいこと、空腹の方が吸収がいいとい
うことで効果がでやすいのです。

　また薬は「効く」と思って飲む方が「効く」傾向があ
ります。疑問点があったら医
師、薬剤師に聞いて納得し
てから「効く」と思って飲みま
しょう。

高橋　英昭さん（坂井町）
河端　裕司さん（萩生）
矢野眞由美さん（江口町）

近藤　孝幸さん（八幡）
小野ひとみさん（中村松木）

答
A B C D E F

ミ ズ バ シ ョ ウ

６月号クロスワード
パズルの解答 第13回 理事会（５月20日開催）

◆2019年度決算報告
事業収入は18億694万円。事業費用は17億8,546万円。経常
利益は1,863万円となり、予算目標を632万円上回りました。

◆組合員数及び出資金
前 年 度 末 と 比 較し、４月 末 現 在 で 組 合 員 は24人 増 加し
11,343人、出資金は256万円増加し２億7,724万５千円とな
りました。今後も仲間増やしと増資活動にご協力をよろしく
お願い致します。
ニュースを手配りして下さる方を募集中です。月３～７件の手
配りです。

◆専門委員会等報告
2019年度下期監査、広報委員会、役員給与検討委員会の内
容が報告されました。

理事会だより理事会だより

正解者52名の中から以下の方が当選しました。
５月号当選者

さばの味噌煮缶 ・・・・1缶
ピーマン・・・ 1袋（３～４個）

しょうが・・・・・・・・・1かけ
ごま油

中萩診療所 薬剤師

永易　晴子

～古今東北「やっこいさばの味噌煮缶」を使って～

8:30 ～ 17:30　８時間勤務
日祝日を含め月間９日の公休
入居者やご家族の相談業務・日常生活の支援など
本部　47-5890（加藤）

生活相談員募集 常勤１名

高津診療所前：
サービス付き高齢者向け住宅 はっぴぃの家たかつ

勤務時間
休　　日
仕事内容
お問い合わせ
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