る基礎の杭を 本打ってる
カルシウム 骨と言えば

コラーゲン・ヒアルロン

う︒

重機が敷地に︑所狭しと
カルシウムを一番に思い

はまずありませんが︑多

いるので︑不足すること

す︒広く食品に含まれて

リン 骨の硬度を保ちま

りましょう︒

れます︒毎日きちんとと

青い菜っ葉にも多く含ま

含まれます︒小松菜など

・小魚・大豆製品に多く

る成分で︑牛乳・乳製品

菜ときのこの浸し・サケ

骨にやさしい一品 小松

士に お知らせください︒

とを医師・薬剤師・栄養

リメントを飲んでいるこ

かかられている方はサプ

ません︒定期的に病院に

はまだ明らかにされてい

ントでとった場合の効果

っていますが︑サプリメ

サプリメントが多く出回

待しております︒

民に親しまれる紙面を期

これからも充実した︑市

年を紙面で知りました︒

機関紙
﹁とも﹂
発行 周

金井

西区鳳南町

酸・グルコサミンなど

すぎるとカルシウムの吸

の三平汁︵鮭・しいたけ

周年

最近ロコモティブシン

収が悪くなります︒加工

・ かぶは葉っ ぱも入れ

﹁機関紙﹂とも

ド ロ ー ム ︑ 略 称﹁ ロ コ

食品の添加物として使わ

つくと思います︒骨を作

最中です︒１本の杭の太さ

院内では︑部門ごとに︑

す︒

が直径約１・５メートルで

の確保として︑地下水を活
によるスイッチの配置な

医療機器の配置や作業動線

その地下水の掘削が １０
ど︑建築や設備に関する最

用します︒
０メートルまですすみ︑現

モ﹂＝運動器症候群が話

て︶

題です︒
放っておくと要介護や

芳雄︵ 歳︶

明美︵ 歳︶

創刊 周年おめでとう

北出

西区浜寺船尾町西

おめでとうございます

30

﹁微力でも無力じゃ な

い﹂これからも草の根の

一人として同じ気持ちの

方と手をつないで活動を

純

続けて行きます︒

高野

今は元気でも⁝

邦治︵ 歳︶

堺区市之町西

田中

新しい病院の建設を楽

しみにしています︒今は

元気にしていますが安心

い﹁運動器の障害﹂をも

きのこに含まれます︒日

の吸収を助けます︒魚・

頂き︑その時子供が５歳

００円の時に加入させて

ございます︒入会金が２

とだと思う︒

は堺市民として幸せなこ

できる病院ができること
つ状態をいいます︒骨や

光にあたり活性化するの

でした︒その子が今では

参加します

筋肉︑関節︑神経といっ

で︑１日１度は日の光を

堺区旭ヶ丘南町

愛芽︵ 歳︶

いつもクイズが楽しみ

廣田

又︑耳原総合病院等にお

います︒

あちゃんや妹と参加して

ォーキングには時々おば

もあります︒友の会のウ

です︒でもむずかしい時

千代子︵ 歳︶

西区草部

﹁保険で良い歯科医療﹂

９月号の一面﹁核廃絶の

南

美由紀︵ 歳︶

運動を広げよう﹂
︒ 穴井

ありがとうございます︒

機関紙﹁とも﹂何時も

浅井

西区鳳東町

﹁微力でも無力じゃない﹂

世話になっております︒

し て お り ま す︒ そ し て

た身体を動かすにはいろ

ビタミンＤ カルシウム

30

73

59

母となり立派に子育てを

定
員：30人程度
持ち物：飲み物、常備薬、雨具など
距
離：約10キロ
服 装：動きやすい服装と靴、リュック
参 加 費：無料
対
象：友の会会員で普段からよく歩いている方
コ ー ス：長山古墳→履中天皇陵古墳→仁徳天皇陵前→反正天皇
陵→方違神社→東雲公園（バラ園）など 経由
（解散、アドバイザーは後で終了式）
雨天中止：午前６時 55 分 NHK気象情報にて「午前の降水確率
50％以上」の場合中止とします。
※当日は「ウォーキングアドバイザー養成講座」の歩行実習も同
時開催しています

浴びるようにしましょ

寝たきりになる確率が高

取に注意です︒

れていますので︑過剰摂

会員さんから
「とも」に届いた
お便りを紹介します。

30

堀内

新病院では︑災害時の水

並び︑基礎工事が順調にす

聡子

すめられています︒

耳原総合病院 管理栄養士

開催日程：2013年11月30日
（土）

いろな要素があります︒

−堺散策−

終確認に入りました︒
︵建設事務局 成田︶

あり︑達さんが参加者全員
を紹介してくれました︒
一岩副支部長の音頭で乾
杯し︑日頃から鍛えた自慢
の歌の始まりです︒全員が
一通り唄い二曲目の頃に

秋の て く て く ウォーキングご案内

在︑水質の調査等を行って
います︒ 階の病院を支え

歌って︑踊って︑食べて︑
飲 んで大爆笑！
日︵火︶ 時

は︑歌に合わせて踊る人も
あり︑拍手喝采と大爆笑の

Letter

お便り

82

地下水確保へ
掘削すすむ

大浜支部 カラオケサークル
８月

から約３時間 分に
わたり︑カラオケ喫

渦でした︒楽しい時間は早
いものでフィナーレの時と
なり︑最後に全員で松の木
小唄とお座敷小唄を合唱し
て︑記念撮影を撮りお開き
散会となりました︒
次回のカラオケサークル
も是非ご参加ご支援の程よ
ろしくお願い致します︒
︵カラオケサークル担当

14

本当にそうですネ︒次

っていました︒

建物ができたなァーと思

ですがきれいで︑立派な

里﹂前を通って外観だけ

また︑﹁ひまわりの家・

ます︒

けたら記入したいと思い

氏が書かれた言葉に大き

葉子

に病院で署名用紙を見つ

浜田

な 勇 気 を 頂 き ま し た︒

48

茶﹁門﹂にて総勢
名の参加を得て︑新
体制になり初めての
カラオケサークルを
開催しました︒参加
者からたくさんの差
し入れがありまし
た︒ありがとうござ
いました︒
初回と言うことで

征治︶

担当（淡路・鞍田）

お申し込み／お問い合わせ
健康友の会みみはら 事務局
電話 072−244−8061

30

27

50

骨にやさしい
食事
〜世界的な文化遺産を見ながら〜

セツちゃん
ケンさん

68

法覚

（JR堺市駅周辺）
解散場所：正午予定

14

島谷支部長の挨拶が

南海バス：南回り 高砂町下車徒歩３分
または阪堺線 東湊駅下車徒歩10分）
（最寄駅

耳原老松診療所玄関前
集合場所：午前９時

健康づくり委員会主催
同仁会

13
21

基礎工事
順 調 に
班 会
しました

（２）
２０１３年１０月

ら
は
み
み
会
の
友
康
健
No.３６１

