2020年、笑顔ではじまる健康づくり

無料法律相談会の
お知らせ

年度末加入・増資
キャンペーンの取り組み

弁 護 士による無 料 の 法 律 相 談 会を

キャラクター）が年度末加入・増資キャンペーンの応援にかけつけて
外来や介護複合施設くまここに立ち寄り、患者様、利用者様にも

とふれあう事ができました。職員にも表敬訪問を行い、
『ココロン』

ご相談お待ちしております。

4月10日（金） 13時〜

から一時の癒しを頂いたのです！

担当者
一輪草
法律事務所

電話（総合案内）048-524-3841

②QI（Quality Indicator; 医療の質をはかる指標）の活用、
生協10の基本ケア（人間の尊厳を保つ自立支援のため

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。

③医療生協組合員と行政、諸団体が協力して地域の困った
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早川

大澤

※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。

医療の質・介護の質を高めていきます。
事例（買い物支援、通院支援、見守り等）に取り組みます。
④開始から3 年目となる病児保育の送迎を広く宣伝して、

●休診日／日曜日・祝祭日・
土曜日午後
月 火 水 木 金 土

乳児健診

❹

⑤総合診療医（身近にいて、子どもから高齢者までの様々

支えていきます。

のケア 換気をする、床に足をつけて座る等）の実践で

田中
鶯塚
笠巻

応援していきます。

士、社会福祉士等）が連携して、療養生活、在宅生活を

コロナウイルス流行に伴い、水曜日の小児科受付時間10：00〜11：30となります。
火

働く子育て世代の方々が安心して仕事ができることを

①多職種（医師、看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養

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。

小堀

史也

特に重点とすることは、以下の 5 点になります。

4月 外来診療のご案内

午後（13：30〜16：00）

渡辺

事業所をめざします。

医療福祉相談室
◆電話…048-524-3841（松本・山口・松島）

頭痛・めまい
外来

事務長

高齢者人口が増えていくと言われる中で、地域に根を張り、子どもから高齢者までの地域のニーズに応えられる

◆予約…熊谷生協病院

鶯塚

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。

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。」を基に事業を展開していきます。

◆会場…熊谷生協病院

午前（8：15〜11：30）

熊谷生協病院広報委員会
〒360-0012 埼玉県熊谷市上之3854

2020 年度は、病院理念である「県北地域に安心と協同の創造をーいかなる時も利用者の権利を尊重し、そのニー

※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。

宮岡
須田

発行
住所

中期事業構想」をもとに医療・介護事業、組合員活動（運動）をすすめてきました。

金27,000円のご協力を頂く事ができました。

早稲田の杜

月

048-524-0030

熊谷生協病院は、2015年4月から地域包括ケアの構築に向けて「熊谷生協病院・熊谷生協ケアセンター北部地区

2日間の行動ではありましたが、皆様より加入4件、増資9件、出資

5月15日（金） 13時〜 法律事務所

受付時間

熊谷生協ケアセンター

熊谷生協病院2020年度方針

の思い出よ！」と写真を撮られる方や、握手・ボディタッチ!? 等で皆様

機会をご利用いただければと思います。

048-524-3841

介護のことは、お気軽にご相談ください。

月号

病 院 理 念 県北地域に安心と協同の創造を

たいへん喜んで頂きました。初めて見る『ココロン』に感動され「一生

ご相談が可能です。ぜひ多くの方にこの

時 間

http://www.kumagaya-hospital.coop/

くれました！

予約制です。医療福祉問題に限らず、

日 程

ほほえみ 4

第325号

2月末にココロ星から『ココロン』
（医療生協さいたまのマスコット

定期的に実施しています。ご相談は事前

熊谷生協病院

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。

みなさんと協力して育てていきます。
地域のみなさんと力を合わせ、住みなれた地域で安心
して 住 み 続 けることを実 現して いきたいと考えて い
ます。み なさん のご意 見、ご要 望をお 寄 せくださ い。
2020年度もどうぞよろしくお願いいたします。

職 員 異 動 の お 知 ら せ
●

新事務長

渡辺

史也

＜行田協立診療所から異動＞

４月から新たに事務長として赴任しました。熊谷生協病院では事務次長として 2015・16 年度勤務させていただきました。
また地域のみなさんとお会いできることを嬉しく思っております。どうかよろしくお願いいたします。
●

前事務長

長浜

共子

＜老人保健施設みぬまへ異動＞

2014 年 2 月大雪の日に着任し、早くも 6 年が経過しました。熊谷市は自分自身の
居住地ということもあり、患者、組合員、職員だけではなく、自治会、行政、医師会、

デイ
ケア

無料送迎をご利用
ください。

な健康問題について、気軽に相談できる医師。）を地域の

諸団体等たくさんの方々とつながりを作ることが出来、楽しく仕事をさせていただきま
した。熊谷での経験を糧に新しい事業所で精進していきたいと思います。
ありがとうございました。

表
ス時刻

バ

受付に時刻表がございます
ので、ご利用ください。
※岡本、早川は女性医師です。

●

前事務次長

紀田

嘉彦

＜行田協立診療所へ異動＞

2017 年 4 月に着任してからの 3 年間大変お世話になりました。熊谷小児病院の頃
から地域の皆さまに愛される病院で勤めることができ、光栄に思っております。熊谷
での経験を活かし異動先でも努力してまいります。

❶

熊谷生協病院

ほほえみ 4月号

2020年4月発行

組合員活動ニュース

新型コロナウイルスについて

第325号

問合せ：組合員サポート課 曾田（そた）、平嶋

「そうだ、ボランティアしよう」〜地域デビューしませんか？〜

○新型コロナウイルスとは？

「子どもと遊ぶのが好き！」
「いろいろな人と出会いたい！」
「自分の経験を地域で生かしたい！」
「組合
員として何かやってみたい！」とお考えのみなさん。みなさんのちょっとしたことで地域デビューして

新型コロナウイルスの具体的な感染源は、まだわかっていません。2019年12月末に武漢市で
原因不明の肺炎を発症する人が報告され、複数の発症者が市内の生鮮市場に行っていたことから、

みませんか。

この市場で売られていた動物が関連すると考えられています。

募集している
ボランティア

○新型コロナウイルス感染症にかかると、どのような症状がでますか？

○潜伏期間と伝播する方法は？
潜伏期間は2〜12.5日といわれています。おもに、飛沫（ひまつ）感染、接触感染により伝播すると考えられています。

○家庭でできる感染対策は？

・多世代子ども食堂（食事づくり、盛り付け、片付け、レクリエーションなど）
・
「けんこうと平和」などの配布ボランティア（見守りボランティア）

お問い合わせ：曾田（そた）070-2154-7357

主な症状は、発熱・せき・頭痛・倦怠感（体のだるさ）です。これは、一般的な風邪の症状に似ていますが、症状が長引く
傾向があります。特に高齢の人や、糖尿病・慢性肺疾患・免疫不全などの基礎疾患のある人は重症化する傾向があります。

・くらしサポーター（※有償ボランティア）

料理教室（兼支部総会）を行います。
日 時

4 月 21日（火）9 時 30 分〜12 時 30 分（終了予定）

主 催

中条南河原支部

持ち物

エプロン

会 費

500円

移 動 ス ー パ ー「とくし丸」が やってきました
私が「とくし丸」のことを知ったのは、スーパーに広告が貼ってあったという話を職員から聞いたことがきっかけでした。存在は
知っていましたが、熊谷地域まで来てもらえるとは思ってもおらず、驚きとともにそれだけ

会 場

南河原公民館

調理室

行田市大字南河原 869

事前申し込みが必要です。
（食材準備のため）

申し込み：曾田（そた）070-2154-7357

多世代ふれあい食堂HAPPYくまここ

こまめな手洗い、正しいマスクの使用、症状があるときは外出を控えることです。

平嶋070-2154-7358

※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。

日 時

4 月 24日（金）17 時 30 分〜19 時 30 分

参加費

大人300円 こども100円（小中学生）未就学児は無料です。

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）

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

コロナウイルス感染防止の状況により、企画行事等が延期・中止になる場合がございます。ご了承ください。

買い物をするのが困難な方がいることを認識させられました。そこで職員と相談を重ね、
「通所リハビリテーションくまここ」に2020年1月16日から来てもらえることになりました。

熊谷生協ケアセンターだより

当初は利用する方も少なかったですが、最近では生鮮食品から米・味噌などの重たい物まで
買えるということで、毎回多くの利用者様が楽しみにしています。また、近隣の組合員の方

異動のご挨拶 前所長 栗原 知亜紀

も買い物に来られるようになり、皆様から大変助かっているというお声をいただいています。

通所リハビリテーション 窓口：通所事業科 主任

坂本 由美子

小多機「生協花の木ホーム」が3月秩父市にOPENしました。また、建て替え中の行田協立診療所では「小規模多機能さき
たま（仮称）」が5月頃OPENします。小多機は通い・泊り・訪問を利用者個々の状況に応じて組み合わせる介護保険のサービ
スです。熊谷生協病院併設の「小多機くまここ」と共に地域の皆さまにご利用頂けると幸いです。
お問合せは048-577-5177（小多機くまここ担当者）まで。

お問合せは048-577-5177（小多機くまここ担当者）まで

前任の栗原から業務を引き継ぐことに

して以来熊谷で勤務していました。14年間に事業所の

なりました。これまで のケアセンター の

引っ越しや深谷訪看とここリハ開設・小多機運営など

活動を守り、さらに地域の皆様に寄り添う

事業の変化も様々ありました。今まで学ばせて頂いた事を糧に今後

ケアセンターを目指していきたいと思います。どうぞ

も精進していきます。お世話になりありがとうございました。

よろしくお願い致します。

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(^^♪
※新型コロナウイルスの影響で中止になることがあります。

場

所：緑化センター２階（市役所隣、中央公園内）

時

間：１１：３０〜15：００

❷

「小規模多機能さきたま（仮称）
」

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。
※新型コロナウイルスの影響で中止になることがあります。

4月 3日（金） はなぶさ中央デイサービスセンター…10：00〜11：30
4月21日（火） 星宮公民館 …………………………10：00〜11：30

参加費：１００円（飲み物代）

4月23日（木） 雀宮団地集会所……………………10：00〜11：30

4月の日程とミニ講座内容予定（ミニ講座は午後１：３０〜）
4月28日（火）『バランスの良い食事について』

4月24日（金） 老人憩の家 妻沼荘………………10：00〜11：30

講師：管理栄養士

「小多機くまここ」

（前熊谷生協訪問看護管ステーション管理者）

2006年より熊谷生協ケアセンター訪問看護に就職

Tel：０４８−５２４−８４２３

小規模多機能型居宅介護施設（しょうたき）のご案内

「生協花の木ホーム」

就任のご挨拶 新所長 田中 順子

（北部統括マネジャー本部へ異動）

とくし丸は毎週月・木曜日の11時〜12時の間に来ていますので、ぜひお立ち寄り下さい。
お問い合わせ先：熊谷生協病院

介護のご相談窓口 電話 048-524-0030

松本様

4月27日（月） 熊谷市スポーツ・文化村くまぴあ …10：00〜11：30

●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】お気軽にご連絡・ご相談お待ち致しております !(^^)!
〒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

古紙配合率70％再生紙を
使用しています。

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。

❸

