るという目標に向かい心ひ
とつにしましょう︒
大浜支部 島谷幸子
月から始まる共同組織
拡大強化月間のエンジン全
開に向けて︑鳳エリア３支
部の連携を深めながら︑ ９
月からスタートダッシュで
走ります︒
ふくいずみ支部 江戸道子
高石支部を４支部に分割

力を借りて︑月間の目標に

原高石診療所の職員さんの

しい世話人さんと一緒に耳

の開催を計画しています︒

演︑﹁健康 ・ 平和まつり﹂

は︑前進座﹁赤ひげ﹂の上

大阪民医連南ブロックで

されました︒たくさんの方

中区支部も４支部に分割

に友の会会員割引もありま

加費は５０００円と安い上

す︒ な お︑﹁ 赤 ひ げ ﹂ の 参

月〜︶
月

行動︒会員さんを中心に訪

参加の７人が︑６人の職員

住宅を総訪問︒２支部から

新金岡のたまり場周辺の

の成果がありました︒

増やしや仲間ふやしで多く

員とセットで訪問︒担い手

ファミリー
クリニックエリア

りました︒

手が増えるなどの成果があ

れぞれで新規の入会や担い

スタ
ー
ト
！

総合病院エリア
総合エリアでは︑５支部

問 し ま し た︒ 訪 問 す る 中

といっしょに会員︑会員外

人が訪問

で︑協同基金に協力してい

２１６世帯を訪問し︑友の

と４事業所から

ただける方や︑新しい担い

会についてのご意見をお聞

今回は泉ヶ丘西支部での

泉北エリア

手 さ ん︵﹃ と も ﹄ の 配 布 を

訪問︒職員が急に行けなく

なり︑会員さんだけの訪問

０度前後の窯で数回焼成︑

せるように組付け︑１００

を染み込ませ︑ドレスを着

でいます︒レース布に陶土

家﹂で会員さんが取り組ん

スドールは新金岡の﹁友の

部から会員さんが参加し職

て の﹁ 月 間 ﹂
︒ すべての支

当日いただきます︒

費の実費３０００円程度を

込みください︒なお︑材料

望の方は友の会までお申し

のをお渡しします︒参加希

組付け︒後日︑焼成したも

仕上がります︒当日はその

弾みました︒

成果か︑会員さんとの話が

０％全会員訪問やっている

もありましたが︑３度１０

その他の様々な工程を経て

４支部に別れてから初め

高石診療所エリア

きしました︒

22

お手伝いいただける方︶が
生まれました︒

鳳クリニックエリア
３支部と３事業所から
人が行動に参加︒３支部そ

伝統工芸︑ボーセレンレー

こないます︒ヨーロッパの

ンレースドールの作成をお

ア堺Ａ棟１階︶でボーセレ

は︑陶芸教室︵サンスクエ

＊﹁健康・平和まつり﹂で

﹁参加者募集中﹂

月 ２日 前進座
﹁赤ひげ﹂
公演
月１日﹁健康・平和まつり﹂

向けて頑張ります︒

みなさんの積極的な参加・

して４ヶ月たちました︒新

高石エリア担当 鞍田康子

に入会してもらうよう働き

す︒﹁健康 ・ 平和まつり﹂

協力をよろしくお願いしま

かけ︑地域に根付いた友の

の参加協力券は５００円と

医薬研究所の事業所︑友の

員さんは同仁会・泉州保健

なっています︒お求めの会

会として前進します︒
中区支部 林正二郎

11

地域で患者・会員さんを
訪問する世話人さんと職員

共同組織拡大・強化月間
︵
共同組織拡大・強化月間の成功にむけ︑９月５日︵木︶
午後 １時半から︑﹁月間﹂ の意思統一集会がおこなわれ
ました︒この集会には支部︑事業所から 人が参加︑意
気高く﹁月間﹂成功に向けて決意を固めあいました︒
また ９月 ７日︵土︶ は︑
﹁プレ月間﹂ スタートに当た
って︑すべてのエリアで︑患者・会員さんの総訪問行動
に取り組みました︒

いつもやっている支部活

スタートダッシュで決意表明

動を世話人さん達と一緒に
頑張ります︒
南花田支部 中井眞砂代

泉ヶ丘西支部は︑全会員
さん訪問をしました︒そし
て何よりも会員さんが新し
い友達を誘って来たくなる
ように︑班会を充実させて
友の会を大きくしていきた
いです︒
泉ヶ丘西支部 大槻洋子
新しい病院建設を成功さ
せるためには患者さん会員

※各事業所からも決意表明

会の各支部にありますの

﹁実りの秋﹂

衣利子︵ 歳︶

西区浜寺船尾町西

高瀬

地球規模で異常な気象

が伝えられる中︑日本は

原発のこともあっ て⁝

﹁実りの秋﹂への願いは

切実です︒

恵子︵ 歳︶

期待しています

和泉市

安本

地域に根差した活動

を︑これからも期待して

でも行事は⁝

います！

雨

東区石原町

・帯封巻︑ボランティア

で皆さん一緒にガンバっ

ておられる姿を見て︑今

﹁とも﹂をよく読むこと

にしています︒私も参加

の一員です︒

頭の体操に

節子︵ 歳︶

北区野遠町

中田

いつも楽しく読んでい

ます︒クロスワードパズ

ル頭の体操にと思い解い

ています︒平和な日本を

願う︒

納涼楽しむ会で

由美子︵ 歳︶

阿倍野区

永井

久しぶりの恵みの雨！

で納涼を楽しむ会へ︑か

た︒ そ ん な 暑 い 日 老 健

とにかく暑い夏でし

で嬉しくありましたが︑

き氷つくりや輪投げなど

かおり︵ 歳︶

あいにく年に一度のおみ

に参加︒何とか夏を乗り

金牧

こし巡行の日︒残念なが

切ることができました︒

きました︒ホッと一息︒

やく秋の気配にかわって

おそろしい暑さがよう

リッキーさん

北区長曽根

たっぷり睡眠を

ら中止になってしまいま

した︒子供会ではっぴも

新調したのに⁝

大変だけど行事は実施

できた方が良いですね︒

勇気もって活動に

堺区柏木町

常にしんどい︒皆さま体

でもいつもこの時期が非

出歩く事のなかった私

調を考え︑たっぷり眠り

真子︵ 歳︶

で す が︑
﹁とも﹂ を拝見

ましょう︒

吉田

させていただいていたお

かげで勇気をもってボラ

ンティア活動に参加させ

ていただくことができま

した︒

私も一員です

君子︵ 歳︶

堺区緑ヶ丘

巽

機関紙﹁とも﹂の折込

幸子

中野

72

71

54

45

44

66

69

訪問前の説明

＊申し込み後のキャンセルは、規定のキャ
ンセル料を徴収させていただきます。

30

70

がありました

集合場所 堺東・市役所横（堺裁判所前）
定
員 40名
集合時間 午前８時（10分前には集合して
ください）
行 き 先 風光明媚な「ポニョの舞台」鞆の
浦をゆっくり散策
参 加 費 25000 円（１泊４食付 ・ 安心の
トイレ付バス）
参加申し込みは、☎072−244−8061
健康友の会みみはら事務局まで
お問い合わせは、090−9614−4993
（旅行サークル事務局・井上）まで

10

10

ボーセレンレースドール

鞆の浦をゆっくり町歩きの旅

12 11

で︑ご購入ください︒

12月15日（日）〜16日（月）
き
と

さん地域の方の理解がない
と前に進みません︒職員・
友の会支部が全会員さんと
話をし︑新しい病院を建て

第18回健康友の会みみはら
「旅行サークル」バスツアーのご案内

中井眞砂代さん
大槻洋子さん

No.３６１

ら
み

は
み
会
の
友
康
健
２０１３年１０月
（３）

