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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
外科（土曜日午前中のみ）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
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
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 せいきょう ☎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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目には青葉　山ほととぎす　初鰹
さわやかな季節がきましたね。

組合員数 12,175人

 (前月比 -113人)

出資総額 326,994,000円

 (前月比 5,471,000円)

平均出資金額 26,857円

 2022年３月末時点

　４月から、毎週土曜日の担当医師と診療科
目が変わりました。よろしくお願い致します。

Ｂａｋｉｎｇ Ｓｏｄa

㈱地の塩社

じゅうそう

重曹
組合員価格 400円

お風呂の残り湯はお洗濯やお掃除に使えてエコ生活

　重曹のお風呂でお肌すべすべ! 
残り湯を使ったお洗濯で節約上手

　重曹には台所のお掃除、鍋のコゲつき落と
し、冷蔵庫・食器棚・靴箱の脱臭など色々な用
途があります。

　浴槽の湯（約180 ～ 200ℓ）に30ｇを入れ、
良くかき混ぜて溶かし、入浴してください。

　重曹は洗浄剤としても活躍する素
材なので、残り湯はお洗濯に使えて

お得です。浴槽の汚れも軽くこすって流すだけ
で簡単にきれいになります。

内容量 750ｇ

国産重曹
100％使用

入浴料＆
洗浄料

化粧品工場で
作ってます

お風呂に
入れる

【ボディ】
　ボディソープ（石けんタ
イプ）に重曹を５～ 10ｇ

（お好みに応じて調整し
てください）を混ぜ合わせてゆっく
りとマッサージするように全身を洗
い、流してください。
※必ず石けんタイプをお使いください。

【ひじやかかとのお手入れ】
　適量を取り、お湯で柔らかくなったひじやか
かとをやさしくこすってください。
※異常のある部位は避け、こすりすぎないよう
に十分注意してください。

ボディ
ケアに

お問い合わせ先
地域包括ケア部 40-5510（石川）まで

診療体制変更の
お知らせ

高津診療所 石田　数逸 先生　専門：外科
いし だ かず いつ

診療担当表

午　前
（  8:30 ～ 12:00）

午　後
（15:30 ～ 18:00）
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石田

高津診療所
20周年を迎えました！

診療科目 内科・リハビリテーション科・外科（土曜日午前中のみ）

❽ にいはま 医療福祉生協ニュース


