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ほほえみほほえみほほえみ 介護のことは、お気軽にご相談ください。
048-524-0030

診察・訪問診療・健診・デイケアのことは、
お気軽にご相談ください。
048-524-3841

熊谷生協病院

❹ ❶

いついかなる時も利用者の権利を尊重し、そのニーズにふさわしい
サービスを、保健・医療・福祉の事業を通して、誠実に提供します。病院理念 県北地域に安心と協同の創造を

※担当医師は都合により変更することがあります。ご了承下さい。
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2月 外来診療のご案内 電話（総合案内）048-524-3841

胃カ
メラ 午前 田村渡辺西巻 山下

当院は予約優先となっております。予約なしの受診を希望される方は、来院前にご連絡
下さるようお願い申し上げます。

無料法律相談会の
お知らせ

無料法律相談会の
お知らせ

※相談終了時間は相談希望者の人数等に 
　よって異なります。

◆会場…熊谷生協病院　
◆予約…熊谷生協病院　医療福祉相談室
◆電話…048-524-3841（松本・山口・松島）

日　程 時　間　 担 当 者日　程 時　間　 担 当 者

3月13日（金）

2月  7日（金）

13時～

13時～

けやき総合法律事務所

けやき総合法律事務所

　弁護士による無料の法律相談会を定期的に
実施しています。ご相談は事前予約制です。
医療福祉問題に限らず、ご相談が可能です。
ぜひ多くの方にこの機会をご利用いただければ
と思います。ご相談お待ちしております。

※岡本、早川、田村、佐々木は
　女性医師です。

訪問診療は随時行っております。
詳しくは病院までお問い合わせ
ください。

無料送迎をご利用
ください。
受付に時刻表がございますので、
ご利用ください。

バス時刻
表

月号月号
22

休診案内

●休診日／日曜日・祝祭日・
　　　　　土曜日午後

2/20（木）…宮岡医師 休診
2/21（金）…古市医師 休診

内科

月 火 水 木 金 土
月～土いつでもご相談を
お受けします
生協ケアセンター
０４８－５２４－００３０

介護
相談

デイ
ケア

組織まちづくり委員会：松本  浩一

年度末加入・増資キャンペーン年度末加入・増資キャンペーン
　熊谷生協病院では2/1～3/31「年度末加入・増資キャンペーン」として、医療生協さいたまに加入

または2口以上の増資をして頂いた方へ、ささやかなプレゼント※を差し上げております。

　医療生協さいたまは組合員のみなさまからお預かりする出資金を元に、誰もが平等に医療と介護

を受けられる環境を整えています。たとえば他病院で1日につき数千～数万円かかる入院時の差額

ベッド代を当院では一切頂いておりません。

　「そういえば今年はまだ増資（出資金の積み立て）をしてないな…」という方は、この機会にぜひ

出資金のご協力をお願いします。まだ医療生協さいたまの組合員になられていない方は、私たちの

活動を支えるサポーターとして医療生協にご加入頂けると幸いです。

※キャンペーン期間中に病院で「加入」すると、ABI（動脈硬化を調べる検査）またはDEXA（骨密

　度測定）を無料で実施できます！

ウェルカムパーティーのお知らせウェルカムパーティーのお知らせ

組織まちづくり委員会：松本  浩一主催：熊谷生協病院　組織まちづくり委員会

　医療生協さいたま組合員に加入してからおお

むね1年以内の方を対象に、医療生協さいたまを

より深く知って頂くため「ウェルカムパーティー」

を開催します。

　「医療生協さいたまはどういうところ？」「医療

生協の組合員はどんな活動をしているの？」といっ

た医療生協の事業内容、組合員活動について

紹介しながら交流、親睦を

はかりたいと思います。

　事前準備の都合上、参加

ご希望の方は下記までお申

し込み下さい。

日　時 3月14日（土） 11:00～13:00（受付10:30～）
会　場 熊谷生協病院　隣　介護複合施設くまここ・多目的室

内　容 熊谷生協病院の紹介、施設見学、骨密度チェック、
健康体操や組合員活動等の紹介
※お昼ご飯も準備します。楽しみにお越しください！

参加費 無料　※定員15名

申込（問合せ）先 熊谷生協病院　「ウェルカムパーティー」担当者
連絡先：048-524-3841（代表）

申込期限 2020年3月7日（土）
定員になり次第締め切りとさせていただきます。

☆2021年度 事務総合職
　新卒募集開始（３月～）☆
☆2021年度 事務総合職
　新卒募集開始（３月～）☆
県内の病院、診療所、老人保健施設で働く
仲間を募集します。お知り合いの学生をご紹介
ください。

☆ 中途職員も募集中です ☆
詳細はＨＰまたは担当までお電話下さい。

エントリーはこちらから

採用担当（本部） 石井
℡ 048-296-8823

※専門外来
　のみ
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❷ ❸
印刷には人と環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

古紙配合率70％再生紙を
使用しています。

介護のご相談窓口 電話 048-524-0030熊谷生協ケアセンターだより

熊谷生協ケアセンター ケアマネージャー：青木

組合員活動ニュース組合員活動ニュース 問合せ：組合員サポート課　曾田（そた）、平嶋

　ケアセンターの居宅部門（ケアマネジャー）では年2回地域の民生委員さん・

組合員さんとの懇談会を開催しています。民生委員さんの日々の活動の中で困っ

ている事など、お互いの知識や情報提供で協力できたらと考えています。

　これまで開催した懇談会では、介護保険サービスのお話や専門職による講義

などを行ってきました。最近の企画では、「介護予防に活用できる福祉用具・住宅

改修」として福祉用具事業に協力を得ての福祉用具の展示・実体験や、「高齢者

向け配食サービス」として食形態に合わせたお弁当の試食会を行いました。

　今回は言語聴覚士による「誤嚥性肺炎」についての講義を予定しています。

　私達も、民生委員さんのお話で大変勉強になっております。今後も、お役にたてる企画を考えご案内させていただきます。

日　時 2月19日（水） 10時～13時（終了予定）
会　場 熊谷市婦人児童館2階調理室（熊谷市本石1町目10番地）

会　費 500円　お米一合　エプロン
定　員 10名　定員になり次第締め切ります。　※男性限定企画です。

【民生委員さん・組合員さんとの懇談会】

●熊谷生協ケアセンター【ケアプラン作成・訪問ヘルパー・訪問看護・訪問リハビリ】
　〒360-0012 熊谷市上之3851-1（介護複合施設くまここ内） TEL：048-524-0030　FAX：048-524-9667

お気軽にご連絡・ご相談お待ち致しております !(^^)!

オレンジカフェ熊谷
「よってきな」のご案内 
オレンジカフェ熊谷
「よってきな」のご案内 
毎月第4火曜開催　どなたもお気軽にご参加ください(^^♪
　場　所：緑化センター２階（市役所隣、中央公園内）
　時　間：午前１１：３０～15：００
　参加費：１００円（飲み物代）
　2月の日程とミニ講座内容予定（ミニ講座は午後１：３０～）
　 2月25日（火）　『ハーモニカ演奏と一緒に歌おう』
　　                    講師：牛腸　和子様

ロコモ健康体操のご案内ロコモ健康体操のご案内
どなたでもお気軽に参加お待ちしています。

2月18日（火）　星宮公民館…………………………10：00～11：30

2月20日（木）　雀宮団地集会所……………………10：00～11：30

2月24日（月）　熊谷市スポーツ・文化村くまぴあ…10：00～11：30

2月28日（金）　老人憩の家　妻沼荘………………10：00～11：30

　

男のキッチン教室男のキッチン教室 ～ みんなでワイワイ、ガヤガヤ楽しく交流
　 しませんか。～

※食材廃棄ロス防止のため、事前予約をお願い
　しています。
　ご協力お願いいたします。

※開催準備によって変更・中止になることがあります。

主催：荒川北支部

日　時 2月28日（金） 17時30分～19時30分

開催日 2月10日（月）　2月17日（月）　3月9日（月）　3月23日（月）各開催日とも10時～11時30分

会　場 熊谷生協病院付属介護複合型施設くまここ内多目的室（熊谷市上之3851-1）

会　場 熊谷市スポーツ・文化村　くまぴあ　創作ルーム304（熊谷市原島315番地）
参加費

参加費

100円（参加見学希望の方は事前にご連絡ください。）

大人300円　こども100円（小中学生）未就学児は無料です。

申し込み：多世代ふれあい食堂実行委員会事務局　曾田（そた）070-2154-7357　平嶋070-2154-7358

みんなで楽しく体操しませんか。（ロコモックル）みんなで楽しく体操しませんか。（ロコモックル）

多世代ふれあい食堂HAPPYくまここ多世代ふれあい食堂HAPPYくまここ

ボランティア募集～あなたの力をお貸しくださいボランティア募集～あなたの力をお貸しください
くらしサポーター（有償ボランティア）

申し込み：組合員サポート課　曾田（そた）070-2154-7357

問い合わせ：曾田（そた）070-2154-7357　平嶋070-2154-7358

問い合わせ：組合員サポート課　曾田（そた）070-2154-7357

熊谷生協病院 院長：小堀 勝充

組合員サポート課：曾田（そた）

2月25日 14：00～15：30 開催予定

※くらしの中の困りごとを助け合う、
　無理なくできる有償ボランティアです。

「花粉症対策はお済みですか？」小 堀 院 長 のちょこっとコラムちょこっとコラム
　関東地方は今年の2月上旬から花粉が飛散すると見込まれています。すでに花粉症をお持ちの

方は辛い時期となりますが、事前の対策で症状を和らげることができます。

　たとえば、①外出時はマスクとゴーグルで花粉の侵入を防ぐ　②外から帰ったら着ていた服を

外で払ってから入室し、入浴で身体についた花粉も落とす　③充分な睡眠と栄養がつく食事を

摂る（不摂生をしない）などが挙げられます。

　それでも症状が治まらなければ我慢をせず病院を受診しましょう。また、自分が何に対してアレルギーを持っているか検査して

調べることもできます。当院でも検査できますので、内科または小児科を受診してご相談下さい。

　通所リハビリテーションくまここでは、2019年12月16日から

12月20日までの間で、生活リハビリを兼ねた外出訓練を行いま

した。今回はセキ薬局に行ってきました。

　生活リハビリとは、トイレや着替え、入浴、食事等の日常生活

動作そのものをリハビリとしてとらえ、自立した生活を支援する

という考え方です。生活場面で適切な介助を行うことで能力の

維持向上を図ることが重要になるため、外出をするまでの準備、

外出後の行動全てがリハビリです。例えば買い物であれば、

車まで向かう、車の中に乗り込み座席に座る、車から降りて

店舗に向かう、カゴやカートを取り買い物をする物を選ぶ、  

選んだ物をカゴに入れレジに向かう、レジで会計

するといったように行程がいくつもあり、上記の動作訓練の

実施状況の確認や評価をかねて、外出訓練を行っています。

　外出訓練に参加した利用者様からは、「久しぶりにレジで会計

をした」、「自分で選ぶのは楽しい」、「外出できて良かった」との

声も聞かれました。

　生活リハビリに興味がある方は、通所リハビリテーションくま

ここまでお問い合わせ下さい。

小規模多機能型居宅介護
通所リハビリテーション（デイケア）くまここ小規模多機能型居宅介護
通所リハビリテーション（デイケア）くまここ 外 出 訓 練外 出 訓 練

お問い合わせ：０４８－５２４－８４３２（デイケア直通） 坂本まで

熊谷生協病院：事業所利用委員会

日　時 3月16日（月） 10時～12時
場　所 熊谷生協病院　4階　会議室
内　容 医療生協のボランティアについて、

口腔ケアについて、車イス体験などを
予定しています。

費　用 300円

　今すぐボランティア活動をする予定がなくても、基本的な
内容を専門職から、楽しく、しっかりとわかりやすく一緒に
学びませんか？ どなたでもお気軽にお申し込みください。

　ボランティアをしている皆さんで交流しましょう。ボランティ
ア学校終了後に「ボランティアのつどい」を行います。
時間：12時～ 13時30分
連絡・問い合せ先：熊谷生協病院　野木または曽田
電話：０４８（５２4）3841   締め切り：3月11日（水）まで

＜申込について＞　参加希望の方は、氏名、住所、電話番号、
ボランティアのつどいへの参加有無を以下の担当者へお伝え
ください。連絡・問い合せ先：熊谷生協病院　野木または曽田
電話：０４８（５２4）3841    締め切り：3月11日（水）まで

ボランティアのつどい参加者大募集

通所事業科 介護主任：坂本 由美子

　１月16日（木）から「移動スーパーとくし丸」に来ていただく

ことになりました。場所はくまここ正面玄関前（熊谷生協病院

付属医療介護複合型施設

くまここ）です。

　惣菜から生鮮食品、日

用品まで品ぞろえが豊富

です。ご近所のみなさん

もぜひご利用ください。

移動スーパー販売日…毎週月曜日、木曜日（※祝日は除く）
営業時間………………11時～12時の間で30分程度
　　　　　　　　　　（※交通事情等で営業開始時間が
　　　　　　　　　　　 遅れることがあります）
売り場…………………熊谷生協病院付属医療介護複合施設
　　　　　　　　　　くまここ正面玄関前
　　　　　　　　　　（熊谷生協病院となりです）

移動スーパーが
やってくる

移動スーパーが
やってくる

ボランティア学校参加者大募集ボランティア学校参加者大募集


