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中萩診療所漢方外来 毎月 第１・３土曜日
9:00 ～ 12:00　14:30 ～ 17:00
○ 中萩診療所のみ土曜日午後も診療しています。
　 （第１・３土曜日は17:00まで）

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

新居浜
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今年は寅年。
何事にもトライの一年に!

組合員数 12,155人

 (前月比 ＋105人)

出資総額 328,550,000円

 (前月比 ＋1,174,000円)

平均出資金額 27,030円

 2021年11月末時点

　2021年はコロナ禍のため、生協活動に制約があり、厳しい一年に
なりました。しかし、SDGs（持続可能な開発目標）の取り組みなども
始まりました。生協事業の「継続」のため、本年も諸活動へのご参加
よろしくお願いします。

理事長　佐々木　 龍　

あけましておめでとうございます

障害ってなぁに？健康ってなぁに？

玉木さんと考えた、「健康」のこと！玉木さんと考えた、「健康」のこと！玉木さんと考えた、「健康」のこと！

　Ｅテレ「バリバラ」
に出演中。脳性ま
ひのご本人の視点
で「ご意見番」とし
て活躍中

社会福祉士

玉木　幸則さん

　あけましておめでとうございます。
　毎年大好評のお年玉プレゼント！
　今年も30名様にお年玉が当たります！ドシドシ
ご応募下さい！（応募方法はクロスワードコーナー
をご覧ください。）

東北復興支援特産品セット
（中身は届いてからのお楽しみ♪）
　　　　　　　　　　　　……………30名様

クロスワード
お年玉プレゼント

太陽油脂㈱

パックス
化粧石けんE

３個入って
この価格!

組合員価格

265円
内容量
95g×３個

全成分
石けん素地、グリセリン、トコフェロール（ビタミンE）

天然ビタミンE配合
　石けんの酸化防止の為に、ビタミンEが配合さ
れています。

シンプル イズ ベスト! コスパ良し! 環境にも良し!
　天然ビタミンEを配合し、無香料、無着色のシ
ンプルでお肌にやさしい石けんです。豊かな泡立
ちでしっかりと汚れを落とし、洗い流すときの泡
切れも良く、さっぱりとした洗い心地です。
　３個パックの簡易包装で環境にもやさしい商品
です。

お求めは 各診療所、本部、地域包括ケア部で
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健康ってなぁに??
玉木さんと一緒に考えた、誰ひとり取り残されないために、健康ってなに？玉木さんと一緒に考えた、誰ひとり取り残されないために、健康ってなに？

認知症にならないこと？
健康って何だろう？ 病気じゃないこと？
五体満足？

玉木さんと一緒に考えて、感じたこと

すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育を
みんなに

人や国の不平等を
なくそう

住み続けられる
まちづくりを

みなさんに聞いてみました。
「健康」って何のため？

● 「人間一人ひとり違うのが当たり前」その通りだと思います。地域でみんな幸せに普通に暮らせる社会であれ
ばと思います。そのためにはみんなの心が大事よね。

● 玉木さんの笑顔・想いを共感させていただき、受け止めさせてもらいました。パワーのおすそわけで、私に
できる無理のないサポートを考えていきます。玉木さんにはぜひ国会議員になってほしい！

● 私は50年程前に肢体不自由児施設に勤めていました。障害のある人がただ普通に暮らしたいということ、
その人に寄り添って一緒に地域で暮らすことというのは50年前にも言われて思っていて取り組んできたこと
が、今も続いているんだと思い、みんな共に生きることの大切さ、優しさの押し売りではなく本当に望んで
いることを、本人とのコミュニケーションをよくとって接していきたいと思います。

● みんな一人ひとり、障害のある人もない人も、共に生きていくことができる社会的なことすべて満たされて
こその“健康”であると思った。

● 誰ひとり取り残されない社会の実現を、私たちひとりひとりがやさしさをもって生きていきたいですね。

「オンライン」っていいね

　今回の玉木さんのお話は、日本医療福祉生協連主催「今日的な健康観を考える学習会」としてオン
ライン（インターネット経由）で開催されたものに、各診療所のZoom設備を使って参加しました。
　現地まで行かなくてもこんなすばらしいお話が聞けるなんて！コロナ禍でいろいろ大変だけど、
こういうところは便利になりましたね～♪

誰ひとりまったくおんなじ人間なんていない。ひとりひとりはちがって当たり前！
　マイノリティーは、少数派。たとえば、障害者、高齢者、在日外国人、母子・父子家庭、LGBTQなど
など…それは分類の仕方で変わってくる。「多様性」とはいいながら、根強い差別も…。

玉木　幸則さん（社会福祉士）

NHK Eテレ
みんなのためのバリアフリーバラエティ「バリバラ」
毎週木曜日　午後８時～８時29分

〔再放送〕毎週日曜日（土曜日深夜）午前０時～０時29分

子どもに面倒を
かけないように

いろんなところに
旅行に行くため！

好きなことを
思う存分

楽しむため！

かわらない
毎日を

すごしたい。

自分の大切な
人を悲しませたく

ないから

おいしいものを
食べたり飲んだり

したいけん！

医療や介護保険を
あまり使わなければ、

社会のためにも
なるよね

長生きして
年金ようけ

もらわないかん！

少しでも
人のお世話を
できるように

　障害者の自立支援や権利擁護の活動に長年携
わってこられた。NHK Ｅテレ「バリバラ」に出演、
脳性まひのご本人の視点で熱く語り、「ご意見番」
として活躍中。

マイノリティーってなぁに？

玉木さんのお話から…

みんな一人ひとりの、障害のある人に対する見方や考え方に本当の「障害」がある。
　身体障害、知的障害、発達障害、精神障害などのある人たちが障害者と言われてきたが…。
本当は、それらの人たちが地域の中で阻害され生きづらさなどを感じている状態のことをいう。また、
地域社会の仕組みやそれらをつくってきた人たちの意識（こころ）の中にこそ真の「障害」が潜んでいる。

障害ってなぁに？

なにをもって健康というのでしょうか？
　WHOでは「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的に
も、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること」と言われているけれど…
ぼくには持病がたくさんある、薬をたくさん飲んでいる、それでも生きている！

健康とは…

いのちを絶対に守っていく。どんな人でも生まれてきたら生き続けるということ。
おなかの中にいる時からさいごの時まで、みんなで命ある限り幸せに生きていこう！

　カフェそらとうみ（中萩診療所２階）では、京都のコーヒー専門店
「グリーンアイズ」が取り扱う、無農薬のコーヒー・紅茶を使ってい
ます。グリーンアイズでは、なるべく、小さい農園で日本のJAS認
証や海外の有機認証団体の認定を受けた、無農薬、無化学肥料で
つくられた原材料を、フェアトレードで輸入して使用しています。
　生産者との公平・公正な貿易によって届いた、からだに安心・地
球にやさしいコーヒー、ぜひ一度味わってみませんか？カフェそら
とうみでも、おうちでも、お楽しみいただけます。

無農薬のコーヒー・紅茶で、
からだも地球も〝健康“に
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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。

● 先日開催のグラウンドゴルフ大会は多くの参加者が
喜んでいました。仲間増やしの恒例行事となると良
いですね。

神野　眞一さん（坂井町）　

● クロスワードで、脳トレしてます。
曽我　香代子さん（城下町）　

● 初めて生協に入りました。よろしくお願いします。
ひまわり　さん（七宝台町）　

● 12月号の私たちのSDGsを読んで、新聞紙を活用
しようと思いました。又、広告のうらの白いもの
は、ためておいて、大事なメモ用紙にしています。
庭のキンモクセイに元気をもらっています。

しのばのバーバ　さん（篠場町）　

● 毎月ニュース誌が届くのは多くの方々のお力があっ
ての事、感謝致します。先日高校時代の友人と66
年ぶりに再会致しました。お互い元気で、思わずハ
グ。楽しかった事、辛かった事、話しつきませんで
した。又の再会を約束して、身体を大事にと願いま
した。

80ばあさん　さん（御蔵町）　

● 認知症の父を介護中です。３人姉妹で毎日、笑い
ながら怒りながら常に勉強の毎日です。「ありがと
う」と一言いってくれたらうれしくて、がんばろう
と思います。

田坂　博子さん（坂井町）　

● 今年も短い秋から寒い師走に入りました。一週間に
一度のパワーリハビリを百才の安岡さんとごいっ
しょに頑張りました。いつも前向きな安岡さんを目
標？に来年も頑張りたいと思っております。先生・
看護師さん本当にお世話になりました。ありがと
う、感謝です。

近藤　テルミさん（高津町）

● 玄関を出て南の山を見ると、山頂が雪化粧してい
ます。きれいですが、ぶるぶる…。

てえちゃん　さん（東田）　

● 生協ニュース６月号の「さしす梅」を見て作りまし
た。庭で採れた梅を沢山頂きはじめて作りました。
１ヶ月ほどで食べられると云う事で「はやくこいこ
い１ヶ月」でした。ボールで酢めしを作り、冷蔵庫
の中にある材料でちらしずし、いなりずしとうらま
き ずし を 作りまし た。大 満 足、お いし い！近 年
SDGsと云われ17分野の目標を掲げていますが、
難しい事は抜きにしてこれも立派なSDGsだと
思っています。庭で採れた物を使う、こんな贅沢
な事はないと感謝しながら食べています。

藤田　幸子さん（八幡）　

菊花展を開催しました!
　11月５日㈮、西条市紺屋町商店街「五日市」にて菊花展を開催し
ました。西条支部の組合員さんが丹精込めて育てられた、華やかで
素晴らしい菊がずらり。
　菊を見た地域の方たちは「うちにも咲いとるけどこんなにきれい
には育てられん。すごいね！」とみなさん感心されていました。
　コロナ禍で気持ちが沈みがちでしたが、気持ちも明るく、良い気
分転換になりましたね！ 松田さん（左）　樋口さん　小野さん（右）

西条
支部

　11月16日㈫、山根市民グラウンドにて「第２回グラウンド
ゴルフ大会」を開催しました。当日は楽しみにされていた方を
歓迎するかのように天候に恵まれ、気持ちの良いスタート！
　参加された方は我先にと練習を始められ、元気あふれるプ
レイに圧倒されました。参加された最高齢者はなんと98歳の
女性の方でした。未経験の方も是非、健康づくりや趣味とし
てグラウンドゴルフを始められてはいかがでしょうか？また来
年もお楽しみに！

晴れた青空のもとプレイする皆さん

207人が参加
「第２回グラウンドゴルフ大会」

　代理人による組合員脱退手続きにつきまして、
2021年11月より、以下の通り変更させていただい
ております。
● 申請者の本人確認として、運転免許証・健康保険

証・マイナンバーカードのいずれかを確認させてい
ただきます。

● 出資金額が50万円以上の場合は申請者を２人と
し、署名・捺印をお願い致します。

　お手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力く
ださいますようよろしくお願い申し上げます。

　「こんな先生がいいな！」「こんな看護師さんがい
いな！」他にも、受付・リハビリ専門職・ケアマネー
ジャー・介護職員などなど…、どんな人だとうれ
しいですか？あなたの声を聞かせてください♪

◆ 上位入賞者
男性

優　勝：三角　　寧さん

準優勝：嶋添　信幸さん

第３位：大賀　敏廣さん

女性

優　勝：南　　知子さん

準優勝：神野　達乃さん

第３位：加藤　節子さん

お知らせ

「代理人による
組合員脱退届出書」を
変更しました

あなたの声、
大募集！

はお済みですか？
まだの方はお早めに…
特定健診

◆ 40 ～ 74歳で新居浜国保加入者の方
受診券が国保課からご自宅に郵送されています。
→ない場合は、市役所国保課までお問い合わせください。

無料

◆ 75歳以上の方（後期高齢者健診）
事前に市役所国保課へのお申し込みが必要です。
お電話にてお申し込みください。

無料

2022年
3月31日まで

社会保険の方でも、受診券が手元にあり、指定医療機関に含まれていたら受診可能です。

☆感染拡大防止のため、事前に電話予約をお願いします。
新田診療所　34-0207　　中萩診療所　40-2525　　高津診療所　31-5550

→宛先はクロスワードコーナーを
　ご覧ください。
◆ わたしが思う、理想の医療職・介護職

　「すこしお」とは、「少しの塩分ですこやかな生
活」をめざす医療福祉生協のとりくみのことです。
　健康のためにとても重要な「減塩」を、無理な
くおいしく続けるために…。おすすめのレシピ
やちょっとした工夫などなど、どんなことでも
OKです。あなたの「すこしお」教えてください♪

◆ わたしの「すこしお」

地域包括ケア部　TEL（0897）40-5510お問合せ

私たちがお待ちしています♪中萩診療所スタッフ

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



ミーヤンさん（松神子）
近藤　陽子さん（星原町）
白川美智子さん（庄内町）

永易　晴子さん（松神子）
越智　純子さん（萩生）

正解者47名の中から以下の方が当選しました。
11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 鶏肉と卵の……丼
② 初売りの目玉です
③ 茶室の庭のこと
④ 道路工事中の目印。パイ

ロンともいいます
⑤ 山ほど高くありません
⑥ 指導者です
⑨ 帰宅途中で買い物
⑪ 囲碁で後手の石
⑭ 商品目録のこと

⑮ ゴジラやモスラ
⑯ レストランでワイン専門に

給仕する人
⑱ お笑い……、質……
⑲ 窒素が約８割、酸素が約

２割含まれる気体
㉑ ＩＭＦは国際通貨……
㉓ ……運動は体操競技の一

種です
㉔ きねの相棒

■ ヨコのカギ
① 母親です
④ 雲の正体は水と……のつ

ぶです
⑦ 来年は……年だって？体

に気を付けてね
⑧ トランプカードの一種
⑩ げんこつのことです
⑫ 原子番号15の元素
⑬ つやのある緑の……
⑮ 「ツー」と言えば

⑯ 独演、独唱、独奏
⑰ 駅の中の……そば店
⑲ 囲碁で先手の石
⑳ 一段高く構えた見物席
㉒ 長い体が特徴的な深海魚。

漢字で……の使い
㉕ 空から降る氷の結晶
㉖ 画家のことです
㉗ 水路による運送

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

ポ イ ン セ チ ア

12月号クロスワード
パズルの解答 第７回 理事会（11月24日開催）

◆2021年10月経営報告
事業収入は1億5,297万円で、予算目標を1,343万円下回りま
した。事業費用は1億6,140万円で、予算目標を327万円下
回りました。経常利益は-835万円となり、予算目標を935万
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、10月末現在で組合員は35人減少し
12,050人、出資金は2,571万円増加し3億2,818万円となり
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。

◆専門委員会報告
教育学習活動委員会、地域理事委員会、仲間増やし活動委員
会、広報委員会及びSDGs活動委員会の審議内容が報告され
ました。

理事会だより理事会だより

2021年12月より第１・第３土曜日の午後からも
内科診療を開始しています。

お問い合わせ TEL 40-2525

誰でもかんたん クッキング誰でもかんたん クッキング

＊②の状態で冷めたら、小瓶かジッパーのついた袋で保存できます。
＊一年を通して楽しめますが、特に夏場は「飲む点滴」といわれ疲労回復に効果あり！
＊冬場はショウガをおろして入れると体が温まります。
＊尚、甘酒２・醤油１の割合を目安に混ぜ合わせ、照り焼き等にもどうぞ。

① 米1/2合を洗い、1.5合の水で普通に炊く。炊き上がったら炊飯器から出し、10分ほど置き少し冷まして
から、麹100ｇを入れ混ぜ合わせ平らにならす。

② 炊飯器に戻し、再び保温のスイッチを入れ、半日置くとできあがり。
③ 飲み方は、マグカップに甘酒大さじ２杯から３杯を入れ、器の半量の湯を注ぎ混ぜる。最初の一口の甘さ

がなんとも優しいですよ。

　昨年の「健康チャレンジ」で、コロナに負けない体作りの一つ
として「甘酒」による「食養生」を目指しました。
　さて、甘酒には酒粕から作る方もありますが、今回は万人向
けとしてアルコール抜きの「麹甘酒」をご紹介します。甘酒は、
糖質の代謝に関わりブドウ糖をエネルギーにする助けとなり（疲
労回復）、甘みのわりには太りにくいとか、また、腸内の環境改
善が期待される等、いろいろな効果があると言われています。
　作り方はさまざまありますが、やはり簡単にできるのが炊飯器を使う方法かも…。

私たちのＳＤＧｓ

　私たちの暮らしに、どんどんと深刻な影
響をもたらし始めている地球温暖化（気候変
動）。この温暖化の主な要因は「人間活動」
の可能性が極めて高いといわれています。
　温暖化を食い止めるには、わたしたちの
日々の生活の中で、行動の見直しが欠かせ
ません。特に「移動」に伴うCO2排出量は生
活全体の約４分の１を占めており、「移動」を
見直すことには大きな意味があるのです。
エコな移動方法で、CO2排出の少ない移動
にチャレンジして
みませんか？

（「CO2削減見える
化プロジェクト」
主催：にいはま環境
市民会議）

シリーズ３

自転車に乗ろう♪「移動」を「エコ」に！
　新居浜医療福祉生協
では、「CO2削減見える
化プロジェクト」への参
加を呼びかけています。
　11月15日 に 行 なっ
た第一弾の説明会には
13名 が 参 加。にい は
ま環境市民会議の永易
さん・千葉さんから、
趣旨の説明を聞き、さっそく自転車に機器を取り付けてもら
いました。走行距離やCO2削減量、消費カロリーも表示さ
れる機器、自分のがんばりが数字で見えるとやる気が出ま
すね！
　引き続き、参加者を募集します。普段から移動は自転車!
という方も、この機会にちょっと乗ってみよかな、という方
も、ぜひぜひご参加ください。地球のためにも健康のため
にも、自転車に乗りましょ～♪

お問合せ 地域包括ケア部 新田 TEL（0897）40-5510

麹甘酒
こうじ

中 萩
診療所

内　科
漢方外来

漢方外来

内 科
漢方外来

変更前 2021年12月～

午後

午前

14:30～17:00

8:30～12:00

内 科
漢方外来

参加者
募集中

作り方

ほかにもいろいろ！麹の使いみち

おからと作る
ひと晩発酵みそ

小豆と作る・砂糖不使用
発酵あんこ

トマトと作る
発酵ケチャップ

…などなど、
いろんなところで
大活躍☆

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


