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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
医療福祉生協
新居浜
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蒸し暑くなってきましたね…。
熱中症にお気をつけて！

組合員数 12,184人

 (前月比 +15人)

出資総額 318,125,000円

 (前月比 512,000円)

平均出資金額 26,110円

 2022年５月末時点

肌に優しく、サッパリと洗える

パックスナチュロン

ボディーソープ

組合員価格
泡ボトル

970円

組合員価格
詰替え用

620円

　ひまわり油を原料にした植物性石けんの
ボディーソープです。素肌の潤いを保つ、
ビワ葉エキスを使用しています。

〈成分〉水、カリ石けん素地、グリセリ
ン、トコフェロール、ビワ葉エキス、エ
タノール、香料、クエン酸

　合成界面活性剤、合成酸化防止剤、防腐剤、着色料は無
添加です。

　ローズマリー、ラベンダー、エストラゴン、ゼラニウムなどの
精油を原料にしたフレッシュハーバルグリーンの香りです。

内容量 500㎖

洗髪にも使えます。

お求めは 新居浜医療福祉生協各診療所、地域包括ケア部で
お問合わせ 地域包括ケア部 ＴＥＬ40-5510石川まで

お問合わせ
地域包括ケア部　40-5510

受診券が届いた日から受けられます。詳しくは３ページへ➡

みんな
受けよや～♪

絵手紙講師募集
　絵手紙サークルの講師を探しています。
　絵を描くことが好きな方、お知り合いの方で絵
手紙をされている方がいらしたら、ぜひご紹介く
ださい。

月１回　第３月曜日　13:00 ～ 16:00
＊曜日は相談により変更可能です。
中萩診療所　２階マインドホール

日時

場所

《エコポイッパー》
１押し３㎖が10倍の濃密な泡に
なって出てきます。ホイップ
クリームのような優しい肌触り!

洗髪にご使用の際は、石けんシャ
ンプー専用のリンスで仕上げてく
ださい。パックスナチュロンリン
スとのセット使用がおすすめです。

（絵：新田診療所 受付 岡部）
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みんな受けよや♪

特定健診のご案内

４月から高津診療所に４月から高津診療所に

石田 数逸 先生が
来られています！

石田　数逸 先生
かず いつ

外科一般
日本外科学会外科専門医
日本乳癌学会認定医
日本消化器外科学会指導医

期　間 受診券が届いた日から2023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） ● 肝機能検査（GOT・GPT・γ-GTP）
● 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）
● 血糖検査（ヘモグロビンA1c・血糖） ● 尿検査（糖・蛋白・尿潜血）
● 腎機能検査（血清クレアチニン） ● 代謝系検査（血清尿酸）

佐　　竹：医師になろうと思った理由、きっかけはど
のようなものですか。

石田先生：父が外科医だったので自然と外科医を目指
しました。

佐　　竹：高津診療所の印象や働き心地はどうでしょ
うか。

石田先生：地域に密着にしていることが印象深いです。
診療所内はアットホームな感じがとても良
く、心地よく仕事をしています。

佐　　竹：仕事のモットー・得意分野はなんでしょうか。

石田先生：専門は外科医で長くしてきましたが、今まで
色々と学んできことを活かすために、今は
総合診療が主となっています。認知症、在
宅診療など在宅で必要なことを学んできた
ので、できる限り色々な方と関わり診てい
きたいと思っています。

佐　　竹：新居浜医療福祉生活協同組合は地域に密着
した医療・介護を目指しています。先生のよ
うな方が来てくださりより一層心強いです。
よろしくお願いします。

佐　　竹：趣味・好きな事・楽しみはありますか。

石田先生：面白い作品の映画を観るのが好きなのと、
あと…旅行も好きです。今はコロナ禍で行
けませんが、妻と国内・国外色々と行きまし
た。コロナ禍が落ち着いたら、また旅行に
行きたいと思っています。

佐　　竹：自分自身の長所と短所はどのようなところ
ですか。優しい雰囲気の先生に短所はあり
ますか。

石田先生：短所はたくさんあると思います（笑）長所は
…人から良いと言われたことが長所だと思
いますが…。自分自身としては、食べ物で
好き嫌いがないことですかね。なんでも食
べます。

佐　　竹：最近食べて美味しかったものは何ですか？

石田先生：南予の鯛めしですね。南予にも赴任してい
たので懐かしく、とても美味しかったです。

佐　　竹：医師という仕事に就かれて良かった事、つ
らかった事はありますか。

石田先生：住友別子病院で長く勤務し、手術もたくさ
ん行ってきました。手術がうまくいった時は
とてもうれしくよかったと思いました。つら
かった事は沢山あります。仕事でも人間と
しても…前向きに考えるようにしています。

佐　　竹：今日はインタビューさせていただき、あり
がとうございました。今後も医療福祉生協、
高津診療所をよろしくお願い致します。

みなさまにぜひご紹介を…ということで、職員の佐竹さんがお話
を聞きました！

かず いつ

毎週土曜日
午前中

午　後
（15:30 ～ 18:00）

診療担当表

午　前
（8:30 ～ 12:00）

平井

月

平井

平井

火

平井

水

平井

平井

木

平井

平井

金

平井

土

石田

専門分野
認　　定

毎週土曜日（午前中）は、石田先生によるこんな
治療が可能になりました。

◆ 膝関節注射・肩局所注射など
◆ 外傷などの処置や皮膚のしこりの切除
◆ 甲状腺・乳腺の超音波検査で甲状腺の疾患や

乳癌の検査を行ないます。

詳しくは高津診療所までご相談ください。

＼受診時にはこの受診券をお持ちください／

40～ 74歳で
国民健康保険加入の方

特定健診
75歳以上の方

受診券は、みなさんにもれなく

市から郵送で届きます。

後期高齢者健康診査

市役所に電話で申し込みが必要です。
新居浜市なら国保課、
西条市は健康医療推進課（中央保健センター）へ
電話で申し込んでください。

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）
事前にご予約をお願いします。

特定健診とセットでお得な検診メニュー

新田・中萩・高津診療所
オリジナル特典！
新田・中萩・高津診療所
オリジナル特典！
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!!
誕生月に特定健診を受けると

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

※４月～６月生まれの方は、８月末まで有効です

新田診療所　34-0207
中萩診療所　40-2525
高津診療所　31-5550

特定健診の
お申込み・
お問合わせは

感染症拡大防止のため、

事前に電話予約を
おねがいします。

新居浜医療福祉生協だけの

どれかひとつ
えらべます。
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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。

● 中萩診療所に若手のホープ「谷 先生」が着任され、
今後の活躍が大いに期待されるところです。頼も
しく思っています。

加藤　逸さん（大生院）　

● 意欲満々なお若い先生をお迎えして、有難いことで
すね！この先、よろしくお願い申し上げます！
心ない人の捨てたゴミ等々楽しみながら拾ってるっ
て５～６人のメンバーの方々に頭が下がる思いで
す！本当にありがとうございます！ご苦労様です！！

山本　環さん（西連寺町）　

● まっ赤な太陽！！どころか、じりじりフライパンの上
にのっているような高温が今年もやってくるので
しょうか。水分をよくとって脱水症状をおこさない
ように…。（ペンネームは「しずね」、“漢字の静かな
光影の中で音が岩に沈んでいく”からとりました。）

沈音　さん（松神子）　

● コロナで出かけるのが、少なくなってます。皆様、
小さな旅をしてみませんか。新居浜駅から西条迄
JRに乗って鉄道歴史記念館。先日、ミニひまわり
号で行きましたがとても良かったです。懐かしいコ
カコーラの自動販売機も現役であり、ジオラマも
有りますので、お孫さんと一緒に行くともっと良い
のでは。是非是非おススメします。

猫ちゃんバーバ　さん（高木町）　

● コロナ、戦争、終息願います。
ｍinazuki　さん（若水町）　

● ウクライナの人達に早く平和な日々が訪れますよう
心からお祈りしています。

野うさぎ　さん（萩生）　

● どくだみ石けんを友達から紹介され、３ヶ月前から
使用、長年の皮膚炎が治りました。いい石けんです
ね。家族も大喜び。一生使用するつもりです。

藤田　徳博さん（江口町）　

● ６月号の「冷凍保存」のコーナー、私にとって大変参
考になりました。食物を大切に使いきるようにした
いです。

近藤　操さん（喜光地町）　

● アジサイは白色が大好きです。
クッキー　さん（西条市）　

　５月23日㈪山根市民グラウンドにて「上部グラウンドゴルフ大会」
を開催しました。上部地域限定にもかかわらず、130名もの方が参加！
当日は好天に恵まれ暑いぐらいの陽気の中、早朝からはつらつとゲーム
を楽しまれました。
　違う校区の人同士でグループを組み、初対面同士もいつもの仲間
も、わきあいあいと交流を深められていました。次は秋に全地域対象
の大会を開催予定。みなさまぜひお楽しみに☆

130人が参加！
上部グラウンドゴルフ大会

男性 優　勝：谷口　宰平さん

準優勝：秦　　哲久さん

第３位：秋山　恒義さん

女性 優　勝：鳥井　京子さん

準優勝：黒木　和子さん

第３位：曽我部登喜子さん

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合わせください。
　出資金残高通知には2022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。
　以下のような場合は、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。

● 宛名が同じ通知が２通（またはそれ以上）届いた。
● 亡くなった方宛に届いた。
● 氏名や住所に変更があった。

このハガキを発送しています。
ご確認ください。

ベテランさんも初心者さんも、みんなで楽しみま
した！

優勝谷口さん（右）・準優勝秦さん
（中央）・第３位秋山さん（左）さん

優勝鳥井さん（中央）・準優勝黒木
さん（右）・第３位曽我部さん（左）

ま ち か ど 保
健 室

帯状疱疹にご注意を！

帯状疱疹ってなぁに？

帯状疱疹は、水ぼうそうにかかったことの
ある人がなる病気で、免疫力が低下すると
発症します。水ぶくれを伴う赤い発疹が、
体の左右どちらかに帯状に出て強い痛みを伴いま
す。多くは腕や胸、背中に出ますが、顔や首などに
も出ます。また、神経が損傷されることで、皮膚の
症状が治った後も痛みが残ることがあり、３ヶ月以
上痛みが続くものを「帯状疱疹後神経痛（PHN）」と
呼びます。50歳以上で帯状疱疹を発症した人の内、
約２割がPHNになると言われています。特に高齢
者ではリスクが高く、PHNを防ぐためにも帯状疱疹
の予防が大切です。

どんな人がかかりやすいの？原因は？

50代から発症リスクが急上昇します！帯状
疱疹の原因は、加齢、過労、ストレス、体
調不良等での免疫力の低下です。コロナ禍
では、生活スタイルの激変による不安が大きなスト

レスとなり、免疫力が低下して発症する人が急増
し、コロナに感染して治った後に発症する人も増え
ているようです。

予防する方法はありますか？

帯状疱疹はワクチンで予防できます！希望される方
は各診療所までお問合わせくださいね！

帯状疱疹は早期発見・早期治療が
肝心！
チクチクと痛みを伴う発疹を見つ
けたら、早めに受診しましょう！

最近増えてる⁉

水痘ワクチン（生ワクチン）
◆ 対象者　50歳以上の方
◆ 自己負担金　組 合 員　6,900円（税込）
　　　　　　　一般の方　7,900円（税込）
◆ １回接種。接種後に他のワクチンを接種する

場合は、間隔をあける必要がある場合があり
ます。詳しくは診療所までご相談ください。

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

　浮島・垣生支部では、お手玉仲間を募集して
います。運動にもなるし、ストレス発散や集中力
アップ、脳トレにも効果あり⁉そして何より楽し
いです！
　秋に開催予定の全国大会にも出場するかも…。
みなさんお気軽にご参加ください♪

浮島・垣生支部会にて。みなさんお手玉に夢中！

一緒にお手玉しませんか♪（浮島・垣生支部）

連絡先  地域包括ケア部（池田）080-2990-0494
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上西　恵子さん（萩生）
野村　待子さん（下泉町）
永易まるみさん（田の上）

石川　千豊さん（船木）
JKさん（大生院）

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

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 ７月７日にカササギが橋を

かけるとか
② 軟骨魚類の代表格
③ 仲がよい……夫婦
⑤ 夏のレジャーです
⑥ 楽天はイヌワシ、ソフトバ

ンクは？
⑨ 代表的な日本料理
⑪ 極めて小さいものをある

植物の実で例えます

⑫ ……酒、……箸
⑭ しま模様が特徴的なエビ

です
⑯ 重要な交通路のことをこ

うも言います
⑱ これより先はない所
⑳ 愛想がない……対応は悲

しい
㉒ アサガオは左巻きです
㉔ ……成、……迷

■ ヨコのカギ
① 牽牛花とも書きます
④ 吉田拓郎「旅の宿」で君が

着ているのは？
⑦ ……に働く人
⑧ 薬味にも使います
⑩ 大王や幽霊もいます
⑪ 助言や忠告のこと
⑬ 学生ならではの制度
⑮ 幅が広いことです
⑰ 4分の3拍子の舞曲

⑱ 新人の提案を……する
⑲ 目に……夏の太陽
㉑ ……糸、……曲
㉒ ハリー・ポッターの大事な

持ち物
㉓ 十八番
㉕ 誕生石の一つ
㉖ 俳優の伊東四朗さんが所

属した……トリオ

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７月15日消印有効

キリトリキリトリ

答
A B C D E F

シ ョ カ ノ カ ゼ

６月号クロスワード
パズルの解答 第13回 理事会（５月25日開催）

◆2021年度経営報告
事業収入は18億5,022万円で、予算目標を１億4,656万円下
回りました。事業費用は19億286万円で、予算目標を7,315
万円上回りました。経常利益は-3,768万円となり、予算目標
を5,572万円下回りました。

◆組合員数及び出資金の推移
前年度末と比較し、４月末現在で組合員は６人減少し12,169
人。出資金は938万円減少し３億1,761万円となりました。
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
広報委員会、SDGs活動委員会、経営委員会、役員給与検討
委員会及び子ども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

誰でもかんたん クッキング誰でもかんたん クッキング

梅とちりめんじゃこの炒飯

① カリカリ梅は、種を取り細かく刻む。みょうがは小口切りか半月切りに、舞茸は２～３㎝程度に切る。
② フライパンに油を入れてちりめんじゃこをカリカリに炒めたら、舞茸を入れて炒め、ご飯を入れて炒める。
③ そこに、カリカリ梅・みょうが・白ごまを入れて、ごはん全体に混ざるまで炒める。
④ お皿に盛りつけたら、せん切りにした大葉を散らしてできあがり。
＊ カリカリ梅のかわりに、梅干しを使うのもおすすめ☆それぞれに違う食感が楽

しめますよ～。
＊ 味付けは梅干しの塩分と酸味だけなので、使う梅干しによっては味が物足りな

いかも…。そんなときは、ほんの少し味付けをプラス。

作り方

材　料〈２人分〉

ごはん………… お茶碗２杯（約300g）
ちりめんじゃこ… おたま１杯（約20g）
カリカリ梅……………… 大４個ぐらい
みょうが ……………………………１個
舞茸 …………… 適量（なくてもOK）
白ごま………………………………適量
大葉 ………………………………適量

＊尚、本格的に作るには、①を20分蒸してから、10等分にする。その10等分にした生地であんを包み、そ
れをしばの葉で挟み２，３分蒸す。

＊また、粉の種類を変えて作っても美味しくできます(米の粉150g・もち米の粉50g→蒸しパンミックス
200ｇ)。加えて春先に摘んだヨモギを①の工程時に入れると元気がもらえますよ。

　すっぱい梅で食欲アップ！暑い夏におすすめの、
さっぱりおいしい炒飯です☆

介護職員さん
募集！ 中萩地域・高津地域・新田地域

勤務場所

本部 TEL：47-5890（担当：加藤）
お問合わせ

　５月11日㈬ダンボールコンポストの講習会を行いました。
　にいはま市民環境会議の永易さん・千葉さんから説明を聞き、実際に使
い方を教えていただきました。

カフェそらとうみ（中萩診療所２階）

ダンボールコンポスト
やってみよう♪

にいはま市民環境会議 永易さん・千葉さん

ダンボールコンポストを使うと…

生ごみが微生物の力で分解され、たい肥になる

生ごみを減らすことができる

ごみを処理する際に発生するCO2の排出量が減る

地球にやさしい！

他にもこんな良いことが…

参加者
募集中

講習会参加者は、随時募集中です。やってみようかな？と思われる方はぜひご参加下さい！
お問合わせ　地域包括ケア部（0897）40-5510

生ごみが
減って、ゴミ出しが

楽になる

栄養素の高い
たい肥ができて、

家庭菜園などに使える

生ごみのにおいを
軽減することが

できる

新居浜市の1人あたり
のごみの排出量は、
四国でもトップクラ
ス！家庭ごみの約３分
の１が生ごみです。

デイサービス・デイケア・
ヘルパー・グループホーム・
病棟等ではたらく介護職
員さんを募集しています。
経験がなくても、一から
スキル・経験を学べます。

※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
気軽にお問合わせください。
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