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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

〒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

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

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

医療をめざそう。
◆ 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 ☎65-1058
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
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新居浜医療福祉生活協同組合

組合員数 12,073人
出資総額 305,727,000円
平均出資金額 25,323円
　　　　（2021年５月末日時点）

Ｖｏｌ.246

７
2021

[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３診療所、本部で

海の精 ほししお（国産）海の精 ほししお（国産）海の精 ほししお（国産）海の精 ほししお（国産）
海の“甘み”と“旨み”をのせるお塩です海の“甘み”と“旨み”をのせるお塩です海の“甘み”と“旨み”をのせるお塩です

とても希少な国産の天日海塩!とても希少な国産の天日海塩!とても希少な国産の天日海塩!
　産地は、美しい自然に囲まれた
離島、伊豆大島。原料は黒潮が運
ぶ 清 ら か な 海 水100％。製 法 は
ネット架流下式塩田で海水を濃縮
し、温室式結晶箱で塩を結晶させ
ています。少量ずつ手間をかけて
作っていますので、海外の大量生
産の天日塩とは成分も味も大きく
異なります。
　成分は、塩化ナトリウムだけでな
く、マグネシウム、カルシウム、カ
リウムといった、生命保持に欠か

せない少量微量の元素を含んでいます。これを実現するた
めに、結晶箱に少しずつでてくる塩の結晶を毎日攪拌する
という、大変な手間をかけています。

　あらゆる料理に使えますが、じっくり溶けるザラメ状の
結晶を生かした飾り塩、寿司や天ぷらのつけ塩、日本酒の
つまみ塩、微妙な素材の風味が生きる吸い
物やスープなどが特におすすめです。

スタンドパック
950円（税込）270ｇ

「おすすめ商品注文表」
ホームページから
印刷して使えます

購買サポーターズからの
お知らせ
購買サポーターズからの
お知らせ

「新居浜医療福祉生活協同組合」のホームページ
↓
トップページで

「購買サポーターズ
通信」をクリック
↓
開いたページで

「おすすめ商品注文
表」をクリック
↓
購買サポーターズ
通信Vol.2「おすす
め商品注文表」が表
示されます。
印刷し、ご記入の
上、FAXに て ご注
文ください。

定番商品の
購入に便利！

みんなで
ひまわりサポーターズ

中萩診療所前の「縁畑」
５月26日に種まきをして、31日に発芽しました。見るたびに大きくなっているので驚きます。

ひと足早く種をまいた「縁畑」のひまわり。もうこんなに大きくなりました！

ヘルパーステーショーン「野の花」

❽ にいはま 医療福祉生協ニュース



ま ち か ど 保
健 室

コロナに負けるな！！自粛生活でのフレイル予防
　新居浜でも新型コロナが他人事ではなくなり、外
に行くのが怖くなっている方々も多いと思われます。
活動が少なくなると体力や抵抗力(免疫力)が弱くな
り、体調不良や病気にかかりやすくなります。そし
てさらに体力や抵抗力が低下するといった悪循環に
陥ってしまいます。
　悪循環を断ち切るために、運動して、しっかり食

事・睡眠をとって元気でいることが大切です。
　また、フレイルとは、海外の老年医学の分野で使用
されている英語の「Frailty（フレイルティ）」が語源となって
おり、「虚弱」や「老衰」、「脆弱」などを意味します。
　フレイルの一つの指標として「指輪っかテスト」があ
ります。両方の親指と人差し指で輪っかをつくり、ふ
くらはぎの一番太いところを図のように囲んでチェッ

クします。隙間がたくさんあるとフ
レイルの可能性が高くなります。
　自宅でも手軽に継続できる運動
として以下の運動がオススメです。
無理のない範囲で休憩を入れなが
ら継続してみて下さい。
① ラジオ体操
　全身を使う運動で、フレイル予防に有効な運動と
言われています。
② かかと上げ：５～ 10回程度
　手すりや机などを軽く持った状態で床からかかと
をゆっくりと持ち上げてゆっくりと下ろします。ふく
らはぎは第2の心臓と言われており、大事な役目を果

たしています。筋ポンプ作用を維持・促進することが
出来ます。また、背筋も伸びて姿勢も良くなります。
③ スクワット：５～ 10回程度
　両足を肩幅に開いて立ち、手すりや椅子の背もし
くは机などを持ちます。背中が丸くなったり、かか
とが浮いたりしないように、お尻を下にまっすぐ落
とします。
④ 散歩もしくは足踏み：散歩であれば15分以上、

足踏みであれば50 ～ 100回程度
　ポイントは腕を後ろにしっかりと振るように！後ろ
に振ることで肩甲骨の内側が動き、脂肪燃焼細胞が
活性化されます。さらに肩甲骨の運動にもなるので
肩凝りの改善にもなります。

デイケアセンター ひだまりの里
理学療法士

小野英梨子

受けてよかった！みんな受けよや♪ 特定健診のご案内
自分たちの健康は自分たちで守ろう！自分たちの健康は自分たちで守ろう！

指輪っかテスト

心電図と貧血検査を無料で
追加できます。

無料送迎いたします。
（組合員さん対象）

新居浜医療福祉生協
新田・中萩・高津診療所
オリジナル特典

バースデー（誕生月）健診なら、うれしい特典！

・ 大腸がん検診　無料 ・ 胸部レントゲン　無料
・ 骨密度検診　無料 ・ 動脈硬化健診　無料
・ 前立腺がん検診　半額（500円）

どれでもひとつ、えらべます。

お誕生月に特定健診を受診すると…

お誕生日
おめでとう
でちゅ♪

便を２日分採って
提出するだけ 大腸がん検診 600円

特定健診の採血で
一緒に検査できます 前立腺がん検診 1,000円

胸のレントゲンを
撮るだけ 胸部レントゲン 500円

ベッドで15分ほど
仰向けになるだけ 動脈硬化検診 500円

手のレントゲンを
撮るだけ 骨密度検診 500円

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。

健診の結果を先生が
丁寧に見てくれて
精密検査も受け、
異常なしでした。

私まだまだ大丈夫！
勇気がわいてきたよ！

自覚症状はないけど
大腸がん検診（検便）をしたら

早期発見できました。
本当に命拾いしました。

毎年健診を受けて、
体の状態がわかるから
安心です。バランスよく

何でも食べて、テレビ体操で
体を動かして、元気で

おれるように
気をつけよるよ。

知らない間に
糖尿病予備軍に

なっていることが発覚。
お酒と甘いもの

をやめたよ。
（伊藤さん・92歳・萩生）

（佐々木さん・84歳・又野）

「わたしの健康観」③

ついでに

受けとこ
♪

＊価格は特定健診とセットで
受診した場合の価格です。

検診メニューは他にもあります。
詳しくは各診療所まで
お問い合わせください。

特定健診　40 ～ 74歳で国民健康保険加入の方
受診券：市から郵送で届きます。

後期高齢者健康診査　75歳以上の方
受診券：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です。

期間：受診券が届いた日から2022年3月31日まで
料金：無料
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）

感染症拡大防止のため、
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



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。

地域のみんなの暮らしを支える、
医療・介護を一緒に作っていきませんか？

～経験がなくても、一からスキル・経験を学べます～～経験がなくても、一からスキル・経験を学べます～

生協職員さん
募集

※勤務時間や日数、勤務地に
つきましては、ご希望をお
聞かせください。

　詳しい雇用条件につきまし
ては、お気軽にお問い合わ
せください。

経験不問（資格取得を応援します）

中萩地域・高津地域・新田地域
経験・資格
勤 務 地
お問い合わせ　本部 ＴＥＬ：47-5890（担当：加藤）

看護師（訪問看護・デイサービス）

介護職員
（デイサービス・ヘルパー・グループホーム）

ケアマネージャー
調理員
生活相談員

募集職種

常勤・
パートさん

募集中

● いつまでも寒かったところに早々の梅雨入で、冬物
を洗濯するタイミングを逃して困っています（泣）

鴉　裕子さん（北内町）　

● ６月号の「生協のなかまたち」に大変お世話になっ
た野口義弘さんが載っていたので、うれしく読ませ
ていただきました。

近藤　鶴彦さん（萩生）　

● 「わたしの健康観」を拝見して、やはり健康ですごす
ためには毎日の規則正しい生活と、何事もあまりく
よくよ考えずに明るい気持ちで笑っているよう努力
することも大切だと思いました。周囲の方々とも適
度に交わることも、自分自身が元気にすごすため
には大切だと思います。人間は決して一人では生
きていけませんから。

福田　泰子さん（高津町）　

● なかなか当選しませんね。粘り強く頑張ります。根
性根性ですね。今、あじさいがとても優しく周囲を
包みこんでくれています。

小野　緑さん（東雲町）　

● ロングピロピロ買いました。むせる、食べこぼし、
アルアル。これ以上悪くならないように予防しな
きゃぁ～。子供の頃よく吹き戻しで遊んでいました
よ。懐かしいです。

やすちゃんさん（中村）　

● 一人の笑顔は廻りに伝染します。
佐藤　順子さん（江口町）　

● コロナ感染対策での自粛でストレッチ体操のサーク
ルが休止して2か月、体が病気退院明けの状態に
なっています。いかに日頃のエクササイズが大切か
身に染みています。早くワクチン接種を受けて平常
な生活ができる社会に戻ってもらいたいです。

コイケばあばさん（西条市）　

● 「久しぶり　マスク越しに　華が咲く」早くマスクが
取れますよう。

渡辺　智恵子さん（阿島）　

● 我が家のシャクヤク今年は７輪の花をつけました。
T.Oさん（東田）　

● 我が家の菜園に植えているトマト・ナス・キューリ
等がすくすくと育ち、ひ孫に送る日を心待ちにして
います。

鱚さん（西連寺町）　

● 梅雨の中休みで晴れの日が続き毎日が暑く感じら
れます。急に暑くなったので体調管理が大変です。
この夏はコロナに負けず元気に過ごしたいと思い
ます。

岡部　保清さん（垣生）　

● 感染対策で多くの方が不織布マスクを使用していま
すが、ポイ捨てが多く、海ゴミ等として問題になっ
ています。試算ではその数およそ15億6,000万枚以
上です。マイバッグが定着しつつありますが、今度
は日常使うマスクゴミについて考えてみませんか。

猫ママさん（喜光地）　

● 手頃に作れる夏の花の代表アサガオ・ヒマワリのそ
ばにキューリを植えました。見る楽しみ、食べる楽
しみでこの夏を元気で乗り切りたいと胸ふくらませ
ております。

山川　信子さん（山根町）　

● 昨年春からずっとコロナに振り廻されております。
先日やっとワクチンの接種（二回）が終わりホッとし
ました。サークル活動もそろそろ再活動が出来そう
です。早くマスクのいらない生活を願っています。

ブルーベリーさん（船木）　

● 誰でもかんたんクッキングを拝見して、じゃがいも
の梅煮、スペアリブの梅酒煮を、私料理が苦手で
すが男料理に挑戦しようかな？上手く出来れば良い
がなあー。頑張ってみせます。お楽しみ！ハッハッ
ハー！

千葉　輝明さん（中村松木）　

● 「95　ボケと鋏は　使いよう」草々
眞鍋　知巳さん（萩生）　

＊鑑賞に当たっては、新型コロナウイルス
感染対策に十分ご注意ください。

映
画「
キ
ネ
マ
の
神
様
」

８月６日

上映開始
組合員限定

特別割引チケット（ムビチケカード）を
1,200円にて販売中！

© 2021「キネマの神様」製作委員会

地域包括ケア部・本部・各診療所にて販売いたします。
お問い合わせ  地域包括ケア部 40-5510（担当：新田）

香り草

６月１日　ひまわり植えました。大
きく育ってね。

のんびりさん

みんなで花壇に植えました。

風のうた

“花育て名人”の利用者さんに教え
てもらって、みんなで植えました。
水やりもみんなで♪

生協ではたらく人
あったかほーむたかつ

（高津診療所隣接・グループホーム） 介護職員　小松　和奏さん
わ かな

介護の仕事をしようと
思ったきっかけは？
私が高校生のころ、母
がグループホームに勤
めていて、ボランティ

アに誘われて行ってみたのが最初のきっかけで
した。その後専門学校を出て、はじめて就職し
たのがこのあったかほーむたかつです。それか
ら４年、勤めています。
実際に介護の仕事をしてみて、どうですか？

「想像していたより大変」というのが正直な感想
かな…。だけど、誇りをもてる仕事です。
どんなところが大変？
ほんとはこうした方がいいんだろうなとか、こう
いう介護をしたい、と思っても、実際にはなか
なかその通りにいかなくて…。もっとお一人お一
人とゆっくり向き合って傾聴し、気持ちをもみほ
ぐすようなかかわりをもてたらいいと思うんです
けど、それができない時もあって…。悩んだり
話し合ったりしながら頑張っています。

では「誇りを持てる」のはどんなところ？
人はいつか老いていく、そのことに自然に触れ
ることができて、たとえば認知症の人に対して
も偏見をもたずにいられる。そういう時に、こ
の仕事をしていてよかったと思えます。
あったかほーむたかつはどんなところですか？
あったかほーむたかつでは、看取りまでの関わ
りが持てるので、それは他のグループホームに
はなかなかないすごいところだと思います。
100歳や104歳の方もいらっしゃるんですよ！
これからの目標や理想はありますか？
今は日々の仕事で精いっぱいなんですけど、小
さなことを一つずつ積み重ねていってそれがい
つか実を結べばいいなと思います。
それと、若い介護職が増えるといいなぁ。私自
身、未経験で今の職場に入りましたが、周りの
先輩たちからたくさんのことを教えてもらって、
今もがんばれています。経験がなくても大丈夫、
ぜひあったかほーむに来てほしいです！

みんなでひまわりサポーターズ
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石井ミツルさん（宇高町）
田中　成昌さん（多喜浜）
笑う鬼面さん（中村）

めだかのママさん（吉岡町）
龍神丸さん（新田町）

正解者80名の中から以下の方が当選しました。
５月号当選者

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 投……。開……。浮動……。

伝……
② 「暗夜行路」の作者
③ 板の上に乗っているのも

あります
④ トンボの幼虫
⑤ 不思議、……きてれつ
⑦ 牛や鹿にある突起物
⑩ 五輪発祥の国

⑪ 隣の座席
⑭ 一生懸命にやる人
⑮ 音波が伝わる速さ
⑯ 赤塚不二夫の「……くん」

は六つ子の長男
⑲ ウグイスの絵が描いてあ

る花札
⑳ 負けそうな苦しい戦い
㉒ 賞……。「罪と……」

■ ヨコのカギ
① 暑さしのぎに涼しい地に

行くこと。……地。
③ ウナギ料理といえば？
⑥ インドの精神統一修行
⑦ 刺身に添える海藻や野菜

など
⑧ ちり。くず。……箱
⑨ 温度などが急上昇するこ

とを魚に例えて？
⑫ ……姫と彦星の七夕祭

⑬ まじること。公私……
⑮ 千島海流とも言います
⑰ 草冠に斤と書いて？
⑱ 英語ではノクターン
㉑ 「蕎麦」の読み方は？
㉓ 鳩が……鉄砲を食う
㉔ ある人は48もあるとか
㉕ 折れ曲がること
㉖ 壁を塗る職人

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

セ ン キ ョ ケ ン

６月号クロスワード
パズルの解答 第11回 理事会（５月26日開催）

◆2020年度経営報告
事業収入は18億6,987万円で、予算目標を6,407万円下回り
ました。事業費用は19億6,608万円で、予算目標を4,401万
円下回りました。経常利益は49万円となり、予算目標を
2,093万円下回りました。

◆組合員数及び出資金の推移
前年度末と比較し、３月末現在で組合員は766人増加し
12,085人、出資金は2,778万円増加し3億0,247万円となり
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、経営委員会の審議及び活動内容が報告さ
れました。

◆議決事項
第37回通常総代会開催に関連して、議案書、役員推薦委員会
及び組合員表彰の内容が可決承認されました。

理事会だより理事会だより

うちのお好み焼き

誰でもかんたん クッキング誰でもかんたん クッキング

① 大きめのボウルにだし・みりん・卵を溶き入れ、千切りにした野菜を入れ、山芋をすりおろし、塩少々を
加える。とろみ加減を見て小麦粉を混ぜる。

② ホットプレートを適温にし、豚肉を４か所に広げ塩コショウをふる。
③ ①を肉の上に丸くのせる。ここで上から押さえつけない。
④ 固まり具合を見てひっくり返し、火が通ったらソース等でトッピングを。

作り方

　かつて私が「食堂」なる店で口にした初め
ての「お好み焼き」はもやし入りでした。以
来50年「もやし」は我が家のお好み焼きの
必須アイテムです。（大生院）

材　料（４人前）
もやし・・・・・・・・・・・・・1袋
あればキャベツの葉・4枚
ねぎ・人参・・・・・・少々等
だし・・・・・・・・・1/2カップ
みりん・・・・・・・1/4カップ

卵 ・・・・・・・・・・・・・・・・2ケ
山芋 ・・・・・・・・・・・・・10㎝
小麦粉 ・・・・・・・・・・・少々
豚薄切り・・100g（当時はかまぼこ）

削り節・青のり・お好みソース

中萩診療所 小児患者様の診療について
　平日午後と第１・３土曜日の一般外来は、中学生以上の
患者様に限らせていただきます。

★ 小学６年生以下の患者様は、平日午前中か第２・４・
５土曜日にお越しください。

★ 予防接種・漢方外来は対応可

野口さんちの

村上さんちの

わたしのお好み焼きは具だくさ
ん。チーズ、天かす、平天や赤
板も入れます。（西条）

山芋を、すりおろして入れるだ
けじゃなくて、角切りにしたも
のも入れます。食感が楽しめて
おすすめ☆（大生院）

秦さんちの

河端さんちの

残り物野菜を有効活
用、なんでも入れちゃ
い ま す。今 か ら の 時
期、輪切りにしたナス
をのせて焼くのもおす
すめ。それと、生地に
豆腐を混ぜ込むとふわ
ふわの食感になります
よ！（中村）

出資金残高通知発送のご案内
　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2021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。

　宛名が同じ通知が２通（またはそれ以上）届いた場合
は、お手数ですが下記へお知らせください。よろしく
お願いいたします。

新居浜医療福祉生協本部
TEL（0897）47-5890 ／ FAX（0897）40-8020

お問合せ

このハガキを発送しています。ご確認ください。

❻ にいはま 医療福祉生協ニュース ❼にいはま 医療福祉生協ニュース


