支部だより

人︒マイクロバス２台の旅
となりました︒
おいしい料理と︑眼前に

癌から命を守るのは
やはり健診だね

査しておけば︑よほど悪い

癌に侵されない限り手遅れ

歳︶

うれしくなりました

堀留律子︵

京都市右京区

桐村

淑子

友の会旅行サークルで

癌の治療は大きく分けて

にはなりません︒

﹁手術・抗がん剤治療・放

﹁美山かやぶきの里﹂へ

る人々と知り合って楽し

見事に鳴門大橋を望む露天

射線治療﹂の三種類があり

行かれたとのことでし

く続けていけたらと思っ

風呂︒瀬戸内の風景に包ま

ます︒癌が出来た部位や進

た︒私の住む京北と美山

ています︒

医療班会

行によって医師と相談して

はとなりどうしの町なの

原山台
ウンチで拾う命﹂と合言葉

治療法を決めますが︑悩ん

で嬉しくなりました︒

美木多支部
２月１日︵日︶︑

大浴場に大喜び︒大人たち

子どもたちは︑露天風呂︑

過ごすことができました︒
療班会を行いました︒

先生を囲んで︑原山台で医

２月２日︑病理医の木野

れ︑くつろぎのひとときを
にもなっています︒

だり不安な場合はセカンド

瀬 戸 内 の 風景に包まれ

木野先生は日頃︑人の体

オピニオンという︑別の病

楽しい日帰りバスツアー
も︑まっすぐ伸びた淡路島
の一部から取り出した臓器

院や別の医師の診断を受け

その他の癌も年に１回検

ドライブウェイと島の景色
に︑癌が無いかを調べてお
です︒健康な臓器と癌に侵

堺区西湊町

飯田美代子︵

福岡県朝倉市

歳︶

がとうございます︒すご

﹁とも﹂新聞毎月あり

相手かまわずの無差別

く楽しみに待っ ていま

山下増子︵

テロに恐怖を感じます︒

す︒耳原の病院も完成ま

る時代ですが︑早期発見が

完成まであと一歩

に心も解き放たれ︑楽しい
淡路名物たこせんや玉ね
された臓器の違いを写真で

す︒みなさん年に１回は必

不審な事態を見聞すれ

老松診療所の２階でト

ありがとう

北区新金岡町

ました︒

ます︒ありがとうござい

方々に厚く御礼申し上げ

はじめとするスタッフの

原総合病院の職員さんを

日面倒見て下さった︑耳

が他の場所だったら？当

ところだった︒もしこれ

丁度電話連絡して下さる

内係に問い合わせたら︑

い︒すぐ病院に戻り︑案

どを探しても財布がな

着︒カバンやポケットな

をすませやれやれと帰

先日︑診察︑会計など

鮫島清治︵

歳︶

陰です︒ありがとう！

いられるのも貴病院のお

ました︒現在私が元気で

た頃は大変お世話になり

しいです︒堺に住んでい

は自分のことのように嬉

ず健診を受けましょう︒

生死の分かれ目になりま

恐怖を感じます

南淡路温泉日帰り

ることもできます︒

ぎ︒お土産もしっかり買い

回の健診がどんなに大切か

見比べると︑やはり年に１

車内では︑協同基

痛感しました︒特に大腸が

２人に１人は癌で亡くな

られる癌のスペシャリスト

しました︒子ども
たちを含め総勢
込んで家路へと︒
金や大腸がん検診

堺区大仙中町

楽しく続けて
行けたらと

しょうか︒

であと一歩とのこと︑私

︵事務局 大坪︶

く︑都道府県に医療計画や

機能評価報告などをさせて

医療提供体制にしばりをか

け︑財政的にも責任を持た

せること︒これが最大の狙

いです︒そのために︑市町

村単位の国保の財政責任を

都道府県に移すのです︒都

道府県は︑市町村に対して

﹁毎年これだけの保険料を

集めなさい﹂と命令し︑市

町村が１００％納付しない

といけないというやり方の

と高くなるのは確実です︒

レーニングを週２回教え

武藤律子︵

その上︑厚労省の表現で

てもらっています︒同じ

ため︑国保料は今よりもっ

は︑
﹁規律ある医療提供体

米子

トレーニングに通ってい

う︑まさに医療を受ける側

の国民にとって︑何のメリ

ットもない国保の広域化に

反対の声をあげていきまし
ょう︒

︵堺社保協事務局 南波︶

平石

制改革が実現する﹂ とい

歳︶

ば︑どうすればいいので

歳︶

旅となりました︒

60

74

70

ん 健 診 は 簡 単 で︑﹁ 捨 て る

異常な日本の
格差社会

の受診の訴えも行

い︑日帰りバスツ
恒例の新春講演会が１月
日︵土︶に開催されまし

減を都道府県にさせてい

それは︑国が医療費の削

か？

る︒この狙いは何でしょう

関わらず︑大きく一本化す

関も様々な違いがあるにも

って︑人口も世帯も医療機

一されます︒住む地域によ

免制度なども都道府県で統

化です︒保険料や様々な減

ら大阪府に移行する︑広域

ての国保の保険者を堺市か

が︑それと同じようにすべ

は大阪府になっ ています

以上︶の医療保険の保険者

すでに後期高齢者︵ 歳

ます︒

化問題についてお知らせし

ここでは︑特に国保の広域

られようとしている中で︑

保障制度の改悪が押し進め

の格差社会﹄
︒ 様々 な社会

た︒テーマは﹃異常な日本

31

アーも無事終了︒

運転手さん︑本当

にご苦労さまでし

た︒ありがとうご

堺社保協

班会の様子

バスツアーを実施

幸子

吉田

ざいました︒
︵小林 孝三︶

う一面も見せていただき本
当に楽しいひと時でした︒
講師不足のため新規の加
入は今のところ受け付けて
いません︒また受講者の方
にも準備不足で︑ご迷惑を
かけています︒
私にとっては綱渡りの運
営ですが︑隣同士で教えあ
いをしたり︑自前のレジメ
で補ってくれたりと︑皆さ
んに助けてもらっ ていま
す︒﹁ こ こ へ 来 る だ け で 楽
しいから︑無理せんでもい
いよ﹂と慰めの言葉もいた
だき︑今年も頑張らなくて
はと思っています︒
︵江戸 道子︶

75

おいしい料理をいただきました

71

79

パソコンサークル

だきました︒パソコンに向

営も手分けして行っていた

のお声がかりで︑準備も運

鳳ブロック

34
パソコン教室

かっている時の顔と全然違

後藤道夫氏（都留文科大学名誉教授）
講師
約70人の参加者

にぎやかに２回目の新年会

２００９年６月から鳳ク
リニック４階で行っている
パソコンサークルは今年で
６年目をむかえました︒
２回目の新年会を１月
日︵火︶
に行いました︒ほと
んどの方が参加され︑食べ
て歌って︑話も弾んでアッ
昨年の１回目は事務局提

という間の４時間でした︒
案で行っ た新年会でした
が︑今回は会員のみなさん

13
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