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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
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
サービス付き高齢者向け住宅 はっぴぃの家たかつ ☎47-6636

新居浜
医療福祉生協
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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 11,399人
出資総額 287,864,000円
平均出資金額 25,253円
　　　　（2020年９月末日時点）
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デイサービスのんびりさん秋を満喫!デイサービスのんびりさん秋を満喫!

[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。

お求めは新居浜医療福祉生協診療所、地域包括ケア部で

歯を白くする・歯石の沈着を防ぐ・口臭を防ぐ・
歯垢を除去する・口中を浄化する・ムシ歯を防ぐ

パックスナチュロン ㈱太陽油脂 パックス

標準小売価格418円（税込）
組合員価格335円（税込）

標準小売価格660円（税込）
組合員価格530円（税込）

泡立ち控えめ、クセに
なる。

はみがきの直後に飲食しても
後味に違和感が残りません！

電動ハブラシにもお使い
いただけます。

研磨剤フリーで、じっく
りすみずみまで磨ける。

石けん
はみがき

お肌しあわせ
ハンドソープ

ジェル
はみがき

爽快ハッカタイプ 天然精油が爽やかに香ります。じっくり磨けるタイプ

歯のやにを
取ります

ご近所さんも一緒に
いも炊きを楽しみました♪
ご近所さんも一緒に
いも炊きを楽しみました♪

NEWNEWNEW NEWNEWNEW
価
格
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

　安心成分で使い心地の良い製品であることはもちろ
ん、「使って楽しい」を３つの天然精油をオリジナルブレン
ドして表現しました。
　リラックス効果が高いといわれる「ラベンダー」は穏やか
なフローラル系の香りです。「ニオイテンジクアオイ油」は
一般的には「ゼラニウム油」の名前で知られるローズに似
たフローラル系の香りであり、爽やかさもあわせもってい
る精油になります。
　この２つのフローラル系の精油に、柑橘系の「オレンジ
果皮油」をプラスしてほんのり甘みのある爽やかな香りが
完成しました。

これは
おいしいよ～

（88 才）

ご近所さんも参加ご近所さんも参加

お求めは地域包括ケア部、新田診療所、中萩診療所、高津診療所で

標準小売価格
462円（税込）
組合員価格
370円（税込）

泡ボトル
標準小売価格
330円（税込）
組合員価格
265円（税込）

詰替用

内容量：330㎖ 内容量：300㎖
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「環境を考える」

「胎児性水俣病患者」って言葉
ご存じでしょうか…
知らない人へのメッセージ

　頼藤貴志先生（岡山大学大学院医歯薬総合研
究科　教授、中萩診療所勤務〈非常勤〉）から熱
いメッセージを頂きました。
　もともと熊本県八代市生まれのため、その幼
少期より「水俣病」が身近にあり、その後、熊本
大学１回生の時に「水俣」に関わる機会を得、以
来25年間水俣に関わり続け、最近は、「胎児性水
俣病患者さん」の健康アドバイスのために月１回
通っている。
　その関わりの中で、厳しい生活環境にも拘わ
らず、皆さんが友達のようであり、どうして前向
きで明るいんだろうかと逆に救われていると感
じているとのこと。

　さてここまで先生を強く引き付けるのは、「水
俣病の患者さんは、まだ生きていて終わってい
ない」それゆえ自分は患者さんより長生きしなけ
ればと思っていること。
　又この熱い思いの源は、その若い日に「原田
正純先生」の著書との出会いと親交にあり、その
原田先生から、「あなたのような若い人がこれか
らの水俣を育てていく原動力になると思います。
今後も水俣を世界に発信し続けて下さい。」と託
された言葉を受け、今に至っていること。
　そこで先生は、詳しい内容はここでは省くが、
水俣地域で胎児期に（胎児性水俣病患者さんより
は）「低中濃度」に影響を受けておられる方に光

を当てたいと、まずは比較の
ために汚染の少ない地域とし
て新居浜在住の同世代（1968
年生まれまで）の健康調査を
10月の二日間、実施した。
　最後に、敬愛する原田先生
の言葉の一つ、「人間はもとも
と平等じゃないから弱い人の
立場に立たんばいけん。」を胸
に、これからも、「一隅を照ら
すものは国宝なり（最澄）」を
指針として生きていきたいと
のこと。
　付則「水俣条約」の下、体温
計や血圧計に水銀が使われな
くなった。

（文：野口　幹代）　

　水俣病は1956年に公式発見された病気で、水俣にあるチッソ工場から出るメチル水銀が魚介類を
汚染し、それを食べた住民が症状を呈した。1968年まで汚染が続いた。
　メチル水銀は、中枢神経系に障害を与えるため、影響を受けた住民の方は様々な神経症状（感覚の
症状や失調など）を呈した。また、胎児期に影響を受けた人たちは、更に多様な症状を呈す胎児性水
俣病患者として生まれる人もいた。

　いつもご寄付いただきありがとうございます。中
萩診療所で非常勤医師をさせてもらっています頼藤
です。今年もこの８月に、皆様からの温かいお気持
ち、11万939円ものお金をNPO法人ルワンダの教
育を考える会に寄付させて頂きました。
　日本でも新型コロナウイルス感染症により大きな影
響を受けていますが、ルワンダも例外ではなく社会・
経済活動に大きなダメージを受けているようです。
　３月21日よりルワンダ全土でもロックダウン（都市
封鎖）が開始され、元々日雇い労働者が多いために、
毎日の稼ぎがなくなった人たちが増え、大変な日々
を送られているとのことです。寄付をしたNPO法人
も、子どもたちがストリートチルドレンとして再び路
上に戻らないように、また栄養失調で子どもたちが
苦しまないように、現地で活動を頑張られています。
　その中で、頂いた寄付は会への大きな物理的、
また精神的な貢献になると思います。NPOの理事
長であるマリールイズさんからは「I really don’t 
find enough words to express my gratitude 
to you and the people who donated this 

significant amount.（こんなにも寄付をして頂き
本当に感謝の言葉がありません）」と言葉をもらって
います。今年は私もこのような状況なので、ルワン
ダに行くことも出来ず、現地の子どもさん達は大丈
夫なのかなぁと心配しているところです。
　新型コロナウイルス感染症、日本でも大変です
が、このような社会的な大きなストレスというもの
は、社会的により弱いところへ更に大きなひずみを
引き起こすのではないかと考える次第です。
　まだこの冬も新型コロナウイルス感染症の脅威は日
本でも収まらないと思います。お体には十分お気を付
けください。マスク、手指衛生、３密回避が大事です。
ルワンダへの寄付はまだ続けさせて頂きたいと思いま
す。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 教授 頼藤　貴志

ルワンダから感謝を込めて…

ま ち か ど 保
健 室

『健康』の優先順位は？
　『人生の中で大切だと思う事』と聞かれると、皆
さんは何と答えますか？また、その中で『健康』は
何番目に入りそうですか？
・体に良くないと分かっていてもやめられない習慣
・健康に良いとは分かっていても、できないこと
・忙しくて自分の体のことは後回しになってしまう
など、『健康』って優先順位は高いのに、大切だと
思っているのに、ついつい後回しになってしまいが
ちですよね。特に、仕事や家事で毎日を忙しく過ご
している人は、考えることも忘れてしまうのではな
いでしょうか。
　終末期医療の専門家として多くの患者さんを看取
り、患者さんの最期の声に耳を傾けてきた大津秀一
医師は著書『死ぬときに後悔すること25』の中で、
後悔することの１つに「自分の体を大切にしなかっ
たこと」をあげています。
　取りかえしのつかない病気になったとき、定期的
に健康診断や人間ドックさえ受けていれば…と後悔
をする人が多いそうです。
　運動や食事など毎日の習慣を変えるのは難しい。

忙しくて健康に気をつける時間がない。という方は
まず「１年365日のうち1日だけ、自分の体の状態を
知る日をつくる」という習慣をつくってみてはいかが
でしょうか？
　診療所でも「生活習慣を見直すキッカケになった」
や「早期発見で命拾いした」など、健康診断を受けて
良かったという患者さんの言葉を聞くことがありま
す。『健康』という土台があって初めて、後悔しない
生き方につながるのではないでしょうか。

地域包括ケア部 鍼灸師  橋本佳友喜

　明日死ぬかもしれないと思って生きてきた人間
は、後悔が少ない。明日死ぬかもしれないと思う
人間は、限られた生の時間を精一杯生きようとす
る人間であり、一日一日に最善を
尽くそうとする人間である。一期
一会を思う人間である。

『死ぬときに後悔すること25』
大津 秀一 （著）より抜粋。

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



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。

● 我が家は、パックスナチュロンボディソープ、シャ
ンプー、リンスを30年あまり使用しています。他の
商品は使った事ありません。私、83歳にして白髪
ですが、髪の毛はたくさんあり、主人は84歳まで
白髪無し、黒髪でした。ある時、主人を「息子さん
…？」と（頭だけ）。パックスナチュロン製品、皆様
使ってみて下さい。本当に良い商品です。今年は
いろいろな事があり大変な年でした。あと２ヶ月あ
まり、良い事があります様に。

福田　春枝さん（萩生）　

● 遅ればせながらスマホデビュー。最後の玩具…。頭
も指も言うこときかん。悪戦苦闘中。

近藤　陽子さん（星原町）　

● 最近は、洋服に合わせてマスクを選ぶようになりま
した。

久岡　賴子さん（桜木町）　

● 秋の訪れを告げる美しくも妖しげな彼岸花。咲いて
いる所が少なくなった様な気がします。

カレーのばあばさん（新須賀）　

● 私は、一年中朝５：30に起きて、1時間ぐらい歩い
てからグランドゴルフやっています。体重はゼッタ
イ減ります。雨の日は、グランドゴルフがないの
で、2時間ぐらい歩きます。

紫頭巾さん（南小松原町）　

● ６月号か７月号のクロスワードパズルに当選し、後
日賞品（万能茶）が届きました！ありがとうございま
した。直接持ってきてくれてびっくりしました(笑)

鴉　裕子さん（北内町）　

● 久々にクロスワードをしました。今回はスラスラと
名詞（答）が出てきて嬉しくなりました。もっと脳を
鍛えなければ！と思います。

髙橋　千代理さん（八雲町）　

● 毎月楽しみにしています。コロナも早く終わり、み
んな過ごしよい時が早く来るように祈ります。

ちぐささん（萩生）　

● 最近、出かけるときは、エコバッグを数袋持って
いきます。買い物の度にエコバッグを使い分けてい
ます。レジ袋１枚は高いとは思いませんが、エコの
気持ちを持ち続けたいと思っています。

トッピーさん（清水町）　

● 小さい頃は毎日イモのおやつで、今でも天ぷら以
外はあまり好きではありません。近頃は高級品みた
いな顔をして店頭に並んでいますネ。時代の移り変
わりを感じます。

内田　悦子さん（萩生）　

● コスモスがやさしく風に揺れ、金木犀の甘い香りが
ただよう、私の大好きな季節がやって来ました。う
れしいっ！

竹内　芳子さん（御蔵町）　

● 毎回、「ザ★クロスワード」を楽しみにしてます。ボ
ケ防止に今回は解けるかなとチャレンジしてます。

秋月　和正さん（高津町）　

● これから冬を迎えるにあたり、気管の弱い私は、
今迄以上に手洗い、うがい、マスクを心がけたく思
います。皆様もお気をつけて下さい。

伊藤　純子さん（西条市中野）　

● 十月一日は「中秋の名月」。久し振りに夜空を見まし
た。雲ひとつ無い星空でした。まん丸なお月様が
見れました。感動しました。コロナが収まることを
願いながら。

近藤　清子さん（本郷）　

● 62歳で仕事を退職し、早1年！今年はコロナがあ
り、気分も沈みがちな今日このごろ。「自律神経を
整えるツボ」早速ためしています。「ここかな～？」
メダカちゃんにえさをやりながらひとり言「がん
ばってるよ～」

久保　ひとみさん（新田町）　

● 「はっぴぃの家」完成おめでとうございます。もう少
し近ければ見学に行かせてもらいますが、残念で
す。しっかり写真を見せてもらいました。皆様お元
気で健やかに生活されます事を祈っております。

松﨑　百合子さん（阿島）　

● 毎月、高津診療所にてフォークダンスを仲間と楽し
み、健康に気をつけて過ごしています。

間野　清子さん（田の上）　

● 毎回クロスワードは解いていますが、投稿するのは
初めてです。８月末にひ孫が誕生して、今一緒に生
活しています。よく飲んでよく眠ります。可愛くて
楽しい毎日を過ごしています。早く大きくな～れ‼

鴻上　美奈子さん（船木）　

● 「自律神経を整えるツボ」を押してみました。「労宮」
のツボ押しがわかりやすくて手軽にできました。疲
れた時にまたしてみたいと思います（記事を保存し
ました！）！

まちゅりん子さん（中村）　

● 10月号では、皆さんかわいいエコバッグを持って、
いい笑顔で素敵でした。どこに行っても必要なエ
コバッグなので、まちゅりの医療生協さん限定のか
わいい白衣のエコバッグがほしいです♡どうぞよろ
しくお願いします。私も今ツボ押しにはまっていま
す。おなかのツボなども教えてほしいです♡

calmさん(坂井町)　

● 「わたしのエコバッグ」は、カラフルで素敵です。
若々しくチャーミングな笑顔、笑顔に癒されます。

宮城　万史さん（西連寺町）

● 良い季節になったので、
歩き会に行けるといいで
すね。
高橋　京子さん（北内町）

　

※行事は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

第１回グラウンドゴルフ大会
開催決定!
　個人賞はもちろん、ラッキー賞などお楽しみがたくさん!

お問い合わせ・申し込みは
地域包括ケア部

（☎40－5510）各担当まで
行事のお知らせ

今年の菊花展は
西条紺屋町商店街『五日市』で開催

　色とりどり綺麗に咲いた菊の花をぜひ見に来てください。
菊の即売会やわくわく抽選会など楽しいイベントもあります。
★ 「生協ニュース見たよ」で抽選会に参加!

日　時
場　所

担　当

11月５日㈭ 9:00～15:00
西条紺屋町商店街

（水都市みのりちゃん市場から北に50m）
橋本　40-5510

新居浜医療福祉生活協同組合

初めての方も大歓迎!
※道具の貸し出しあります

オレンジカフェ

　『認知症ってどんな病気？』みんな知っている
ようで深くは知らない認知症の症状や最新の治
療法、予防から認知症の方との関わり方まで、
認知症について詳しく学んでみましょう。
　参加しやすい方にご参加ください。

　私には関係ないと思う方も多いかと思います
が、急に家族の誰かに介護が必要になったとき
や、災害時の防災アイテムとしてなど、もしもの
時に知っておくと、とっても役に立つんです。
　講座終了後にはお茶会も準備しています。
　ぜひお気軽にお越しください。

金子の里いきいき講座

認知症サポーター養成講座 尿パット紙パンツってどうなの?
～もしもの時に役立つ知識～

日　時
場　所
参加費
担　当

11月12日㈭ 13:30～15:00
金栄公民館１階
無料
橋本　40-5510

日　時

場　所

参加費
担　当

①11月13日㈮ 13:30～15:00
②11月27日㈮ 13:30～15:00
①手作りTOMO（若水町1-8-17）
②若宮公民館
無料
橋本 40-5510

各定員20名 定員20名

※お電話にてお申し込みください。
※雨天の場合は12月７日㈪に順延となります。

申込締切
11月14日㈯

日　時
場　所
参加費
持参物
担　当

11月28日㈯ 8:30～12:30（8:00受付開始）
山根グラウンド
100円
道具一式・飲み物
池田　40-5510

❹ にいはま 医療福祉生協ニュース ❺にいはま 医療福祉生協ニュース



誰でもかんたん クッキング誰でもかんたん クッキング

　有名な大分県吉野の郷土料理、「鶏飯」を簡単にしてご紹介
します。具が鶏肉とごぼうだけなので、材料をいっぱい切る、
あのわずらわしさが全くナシ！
　材料を煮詰めてごはんに混ぜるだけ。しかも癖になるほど
のおいしさ！きっと、「うまっ‼」という声が聞こえてくるはず！
　本場ではおにぎりにして食べるのが定番です。

かんたん鶏飯

村上　眞弓さん（船木）
加藤　　薫さん（横水町）
山守　美穂さん（政枝町）

近藤　節子さん（政枝町）
矢野　美穂さん（東雲町）

正解者47名の中から以下の方が当選しました。
９月号当選者

① ごはんを２合炊いておく。
② ごぼうをささがきにして水にさらす。鶏もも肉はなるべく小さく切り、にんにくはみじん切りに。
③ サラダ油ににんにくを入れて、香りが出たら鶏肉、ごぼうの順に入れて炒める。
④ 先にさとうを入れて炒め、酒、しょうゆも入れて煮詰め、ある程度汁の残った状態で火を止める。
⑤ 炊きあがったごはんに混ぜる。

※ 多めの材料で大量に作っておいて、ごはんに混ぜる前の煮詰めた鶏飯の具を取り分けて冷凍保存して
おけば、いつでもおいしい鶏飯がすぐに食べられて便利です。

作り方

材　料（ごはん２合分）

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 「三国志」は中国三国時代

についての……書
② 双方が同じことを繰り返し

て、らちがあかないこと
③ 復しゅう。雪辱戦
④ 丸くて長くて中は空っぽ
⑤ スイッチョンと鳴く虫
⑦ パンダの主食
⑨ のちの日。……談

⑩ 人を親しく感じる気持ち
⑬ 風呂につく水アカ
⑭ 「弱化」の反対語は？
⑮ 支給すること。……金
⑯ 気持ちがよい……な生活
⑲ もちつき道具の一つ
⑳ 歯並び。……矯正
㉑ 息子や娘の子ども

■ ヨコのカギ
① 12時または24時のことです
③ 今年は11月７日です
⑥ 地図上でＮの方角
⑦ 人種……反対
⑧ 千歳あめを持った子がお

宮参りします
⑩ クジラが吹きます
⑪ 間違っている文字
⑫ 順番。優先……

⑭ 「啄木鳥」って読めますか？
⑯ 馬が肥える季節
⑰ ……綱。……文字
⑱ 夕方に発行する新聞
㉑ パソコンの入力器
㉒ 彼女の相手
㉓ 以前の看護師の名称
㉔ ズボンの別の呼び方

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

答
A B C D E F

イ シ ヤ キ イ モ

10月号クロスワード
パズルの解答 第３回 理事会（９月30日開催）

◆８月度経営決算報告
事業収入は１億5,254万円で、予算目標を862万円下回りました。
事業費用は１億5,573万円で、予算目標を862万円下回りました。
経常利益は-447万円となり、予算目標を625万円下回りました。

◆組合員数及び出資金
前年度末と比較し、８月末現在で組合員は57人増加し11,376
人、出資金は1,157万円増加し2億8,625万円となりました。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。
生協ニュースを月３～７件手配りして下さる方を募集中です。

◆広報委員会、仲間増やし活動委員会、経営委員会及び
（新）川東施設建設特別増資（５千万円）の審議内容が報
告されました。

◆議決事項
エアコン更新工事及びリース契約及び業務用車両１台のリース
契約が可決承認されました。

理事会だより理事会だより

デイサービス職員さん募集
① 介護職員（常勤・パート）
　 勤務時間 8:30～17:30
② 送迎スタッフ（パート）
　 勤務時間 8:30～17:30
　　　　　　　  （５時間程度）

③ 洗濯・着脱介助（パート）
　 勤務時間 9:00～14:30

勤務時間・勤務日数など、ご希望が
あればお伺いいたします。※詳しい雇用
条件は、お電話でお問い合わせください。

勤務場所
デイサービス風のうた（中萩診療所内）

お問い合わせ
デイサービス風のうた 40-5570（担当：吉永）

組合員

一　般

大人（65歳未満）
中学生まで
大人（65歳未満）
中学生まで

3,100円
2,100円
4,400円
3,400円

★ 健康保険証（または後期高齢者医療保険証）、住所・氏名・
生年月日が証明できるものをご持参下さい。

★ 接種後、副反応が出ないか確認のため、待合での待機を
お願いしています。

★ 各診療所によって小児の接種可能年齢が異なりますの
で、事前にお問い合わせ下さい。

実施期間 2020年10月1日～12月30日
※ワクチンがなくなり次第終了

予約
不要

中学３年生、高校３年生相当の方は
接種料の一部が助成されます（新居浜市）
◆ 助成券有効期限
　　2020年10月15日～ 2021年1月30日
◆ 費用助成額：1,000円
　　※助成券、本人確認書類（保険証等）を
　　　必ずお持ちください。

新田診療所
TEL34-0207

中萩診療所
TEL40-2525

高津診療所
TEL31-5550

～ワクチンで発症と重症化を予防しましょう～
今年度に限り、65才以上の新居浜市民の方は無料

（新居浜市以外の方は、市町村によって自己負担額が異なります。）

　接種当日60～64歳で、身体障害者手帳1級所持者
（心臓・腎臓・呼吸器系）の方も対象です。（必ず身体障
害者手帳をご持参下さい）　生活保護世帯は無料です。

診療所でインフルエンザ
予防接種を受けよう！！
診療所でインフルエンザ
予防接種を受けよう！！

鶏もも肉 ・・・・・200ｇ
ごぼう・・・・・・・・・・1本

にんにく・・・1片（チューブでも）

さとう・・・・・・大さじ2
酒 ・・・・・・・・・大さじ3
しょうゆ・・・・大さじ3

ごはん・・・・・・・・・・2合

レモン酢
　夏は冷たく、
冬 は ホットで
いかがですか

　深めの瓶の中に３～４等分に切ったレモン、酢、氷砂糖の順
に入れる。４～５日で飲めるようになります。飲みきった後の
レモンをミキサーにかけ寒天ゼリーにも!?

藤田登世美さん（船木）　

レモン・・・・中２～３個
穀物酢 ・・・・・・ 400㏄
氷砂糖 ・・・・・・・180ｇ
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