国民集会﹂が開催されまし

日︵木︶︑ 東京日比谷野外音楽堂で﹁いのち

の結果のあるかたに︑受

けられて要精査・要治療

査が必要です︒とにかく

のエコー検査でも精密検

と の 反 応 で し た︒
﹁お腹

集会に参加した会員と職員

笹部

恵子

受診して下さい﹂とお話

診のお勧めのご連絡をさ
せて頂いています︒皆様

す る と︑
﹁来週行きま

健 診の
の﹁健康で長生きのお手

す﹂と返事がきました︒

現場から
伝いが出来れば﹂と思い

﹁いつもと同じ﹂それは

阿倍野区文の里

果のある方は結果説明外

けでも楽しそう︒美味し

らら﹂紙面を見ているだ

題を乗り越えての建設で

院の建設の時も困難な問

まで半年ですが︑今の病

堺区神南辺町

来を受診しましょう︒

いコーヒー も飲みたい

した︒今回もワクワクさ

東京は寒くて雨でした

堺市の特定健診は３月

し︑少し足を運んでみよ

れたことでしょうね︒

永井由美子︵

末までが期限です︒３月

うか？そしてその感想は

歳︶

今回もワクワク

お 電 話 し て お り ま す︒

危険です︒昨年とは異な

藤田公子︵

毎号読ませてもらって

足を運んでみようかな

﹁健診結果でお伝えした

る事がおきているかもし

﹁支部のたまり場紹

孝雄

い事があります⁝﹂と御

れません︒健診を受けた

小倉

けに来院される方が増え

連絡がはいりますので宜

に入ると駆け込みで健診

月にはいり健診を受

が︑元気いっぱい集会と国
てきました︒人間ドック

います︒新病院オープン

診のお勧めの一例をご紹

またお便りします︒

ました︒威圧するかのよう

乳がん検診・子宮がん検

を受けられる方が多くな

さを痛感︒済生会病院の本

安倍の悪政ストップの切実

かし︑健診結果で要精査

受ける事は大切です︒し

健康管理として健診を

のエコー検査で前立腺の

が毎年高く︑今回はお腹

Ａ値︵前立腺がん検診︶

御主人の検査結果でＰＳ

めします︒

い︒お早目の受診をお勧

すお電話でご予約下さ

ムーズに受診して頂けま

御予約していただくとス

る﹂タオルを掲げてのシュ

﹁いのちまもる・憲法まも

な厚労省のビルに向かって

プレヒコールは気持ちよか

介します︒

田先生は﹁キューバに行っ

・要治療の結果が出てい

精密検査が必要と結果が

健診予約

た︒ステージでは友の会の

りに花を添えてくれまし

ら先︑永く地域の皆

健康まつりがこれか

催になります︒この

ぱ︑ひとだなぁ〜この世

の中﹂と気づきます︒新

病院への協力︑期待︑激

励⁝友の会の広がり︑大

切なことに気づかせて頂

いてほっこり！︵焼イモ

右京区鳴滝泉殿町

していきましょう︒

ません︒この声を大きく

は税金をまけるとか許せ

機も買うとか︑大企業に

でいるのに︑戦闘機を何

こんなに生活に苦しん

うです︒

真綿で首をしめられるよ

ジワと値上がってまるで

プのあとも︑物価がジワ

消費税の８％へのアッ

丹所紀代子︵

歳︶

真綿で首をしめられ
るよう

今年の漢字は
﹁和﹂
です︒

一年になりました︒私の

した︒日本文化を見直す

月〜着付けを習い始めま

なるでしょうか？私は４

﹁今年の漢字﹂
どんな字に

が あ り ま し た︒ 年 末 の

今年もたくさんの災害

岩見智美︵

住吉区遠里小野

今年の漢字

診など⁝述べ１２００名

ります︒大変お待たせす

った︒現場からのトークは

ご夫婦で人間ドックを

以上の方が受診されまし

ることがありますので︑

﹁もう限界︑命がまもれな

歳の

て︑アメリカと闘いながら

ても受診されない方がた

出ていました︒御本人に

受診されました︒

も福祉・医療・教育は全部タ

くさんいらっ しゃ いま

会員さんによる舞台や職員

さんと病院との架け

のおいしい季節ですね︶

岡部 利子

歳︶

た︒

ダという実情を見てきまし

フリーダイヤル

０１２０︱ ︱７２５０

西区鳳東町

きまつりを盛り上げていた

﹁とも﹂
を毎号拝見して

歳︶

たのか何とか最後の抽選会

だいた皆様に心から感謝申

い て 思 う こ と は︑
﹁やっ

の地域健康まつりを大仙西

による演奏会︑メインはフ

橋の役割が果たせる

が︑開催にあたりご

墨光子︵

まで開催することができ︑

し上げます︒︵大隅 利隆︶
ています︒いよいよ

主催者一同胸を撫でおろし

つも︑数値が高いです﹂

連絡すると﹁ＰＳＡはい
す︒
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た︒﹂ と 報 告︒ 政 治 を 変 え

現在︑今年度健診を受

回地域健康まつり

たいと心から思いました︒

第

地域と病院の架け橋へ

校区自治連合会さんとの共

ラダンスチームの皆さんで

ような場になること

来年は新病院での開

今年は新病院と現病院を

締めくくり︑地域の皆さん

を願っています︒

月２日︵日︶に第 回

バックに開催する最後の健

と楽しいひと時を過ごすこ
途中何度か小雨がパラつ

尽力いただきました

催で開催しました︒

康まつりで︑例年ご出演を

とができました︒
くこともありましたが︑参

皆様︑ご参加いただ

最後になりました

いただいている登美丘高校
フォームをゆるキャラＴシ

加者の皆さんの願いが通じ

の吹奏楽部の皆さんもユニ

やっぱ︑
ひとだなぁ〜

い﹂と言う深刻な内容で︑

結果説明外来を
受診しましょう

歳︶

会請願デモに参加し全国の

介﹂みみはら友の家﹁き

寺坂加容子

後に要精査・要治療の結

お便り

しくお願い致します︒受

Letter

・企業健診・特定健診・

２

仲間とエールを交わしてき

集会に参加
しました

いのちまもる・憲法いかす

月
まもる・憲法いかす ・
た︒全国から３０００人を越える参加者が集まり︑同
仁会からも職員 人︑友の会員さん４人が参加しまし
た︒
集会では日本医労連の中
野千香子委員長が﹁国民が
疲弊している現状と医療介
護が大改悪され︑さらに消
％にあげるという

悪政にストップを！命を守

費税を

るために奮闘しましょ
う！﹂と呼びかけました︒
憲法で保障されている
﹁健康で文化的な最低限度
の生活を営む権利﹂とはい
ったいなんなのか︑現実は
貧困と格差の増大により今
ある命を守ることがどれだ
け大変な世の中になってい
るのかをあらためて考えさ

会員さんから
「とも」に届いた
お便りを紹介します。
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55

天気予報は当たるもの
で︑富士山は雨雲におおわ
れて見えず︑東京駅に近づ
くにつれ傘をさす人も車窓
からながめ︑それでも日比
谷に着く頃には雨もあがっ
て⁝の思いもむなしく︑冷
たい雨の中野外音楽堂につ
きました︒医労連ご用意の
カッパを着こんで席に着く
とまもなく開会︑オープニ
ングは﹁ザ・ニュースペー
パー﹂のコント︑介護がど
んどん切り捨てられている
現状を辛口の風刺を織り交
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ャツで揃えていただきまつ

たくさんのお店でにぎやかに
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ぜながら会場全体を笑いの

せられた集会でした︒
︵斉藤いずみ︶
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23

うずにまき込んでいまし
た︒
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