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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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5月 外来診療のご案内 電話（総合案内）048-524-3841
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発熱やカゼ症状等のある患者様は、感染対策のため一般外来と時間・場所を分けて診療していますので、
必ず事前に電話でご連絡頂きますようお願いいたします。

※岡本、早川、泉は女性医師です。

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。

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。

無料法律相談会の
お知らせ

無料法律相談会の
お知らせ

◆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・高橋）

日　程 時　間　 担 当 者日　程 時　間　 担 当 者

6月11日（金）

5月14日（金）

けやき総合
法律事務所

13時～ 早稲田の杜
法律事務所

13時～

　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きたいと思っており
ます。ご相談お待ちしております。

●休診日／日曜日・祝祭日・
　　　　　土曜日午後

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 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
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デイ
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※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。

“病児保育室【にじ のお部屋】を
 増設しました！”
“病児保育室【にじ のお部屋】を
 増設しました！”
　小児科外来をご利用の皆様、増設工事へのご理解とご協力あり

がとうございました。工事は無事に終わり、2021年4月1日から

お部屋が使用できるようになりました。

　新しい部屋の名前は「にじ のお部屋」に決まりました。

　開始に向けて新しい本棚やカウンター、収納棚などを設置しま

した。また、小児科待合側に大きいモニターがつきましたので今後

は医療情報や生活予防、熊谷生協病院の活動の様子をあわせて

お伝えしていきます。

　今後は保育体制や看護体制の充実をはかり、埼玉県や熊谷市役

所の方々と連携を取りながら病児

保育（送迎病児）の活動を地域に

広げていきたいと考えています。

　病児保育（送

迎病児）をご利

用の方はお気

軽にご相談下

さい。

看護師の豊田安也香です。まだわからないことが多く、ご迷惑をお掛けする面がたくさんある
と思いますが一生懸命頑張ります。
趣味は読書や音楽を聴くことです。よろしくお願いします。

3階病棟配属　豊田  安也香（看護師）

3年前の看護学生の時からこちらで働かせていただいていました。またこちらで正看護師と
して新しいスタートを踏み出せたことに感謝します。一生懸命業務を覚えていきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願い致します。

2階病棟配属　関口  佳代子（看護師）

事務総合職の岸本治憲です。趣味は楽器の演奏と音楽を聴くことです。
まだ仕事をきちんと理解できていないので少し不安ですが、一生懸命頑張りますのでよろ
しくお願いします。

組合員サポート課配属　岸本  治憲（事務総合職）

理学療法士の橋本進司です。
まだ分からないこともあり不安ですが、精一杯頑張ります。趣味は映画鑑賞と海外サッカーを
観ることです。

リハビリテーション科配属　橋本  進司（理学療法士）

薬剤師の坂本拓駿です。
まだ左も右も分からない身ですが、まずは薬剤師としての職を全うできるように努めます。
趣味は読書・動画視聴・散歩・旅行です。コロナ禍で動きづらいですが、自転車で気をつけな
がら行っています。よろしくお願いいたします。

薬剤科配属　坂本  拓駿（薬剤師）

2021年度　新入職員のごあいさつ
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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。

●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・訪問リハビリここリハ・小規模多機能くまここ】
　〒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

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

組合員活動ニュース組合員活動ニュース

小規模多機能型居宅介護くまここ：飯塚  雄大

完全予約制の企画です

　4月11日付で管理者／介護支援専門員を兼務することになりました飯塚雄大です。

　2020年10月まで、理学療法士として従事していました。今後は、地域リハビリテーションの視点を活かし、

地域に根差した事業所にすべく努めてまいります。

　小規模多機能型居宅介護くまここは2017年4月に開設しました。小規模多機能型居宅介護は、2006年に創設された

新しいサービスのため、医療福祉従事者においても、未だに認知度は低い状況です。サービスの内容としては、「通い」を

中心に、「泊まり」「訪問」の3つのサービスが組み合わせた利用が出来るため、

認知症の方でも安心して過ごせるサービスになります。ご利用者の状況に

応じた柔軟な支援で、1人1人に寄り添い、高齢者が住み慣れた地域でより

長く、安心して暮らし続けることができるように支援していきます。

　今後とも、よろしくお願いします。

・参加にあたってはポイントクラブ入会、dポイントカード利用登録、
  dアカウント発行が必要となります（手続きは無料）。
・個人情報の取り扱いについては、ドコモ個人情報規約に則り管理いたします。

新型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。

会　　場：老人福祉センター上之荘洋室（熊谷市上之3022-1） ※午前・午後とも同じ会場です。
参 加 費：無料
主　　催：北部地区Aブロック地区運営会議
講　　師：ドコモショップ熊谷店スマホ教室講師
お申込み：熊谷生協病院　地域総合サポートセンター　曾田（そた）　平日9時～16時
電　　話：070-2154-7357　メール：y-sota@mcp-saitama.or.jp
申し込み定員　各10名　※定員になり次第締め切らせていただきます。お申し込みは１つの講座のみとなります。
　　　　　　　　　　　　  スマホをお持ちでない方も、ドコモでない方もご参加頂けます。

　昨年は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、不定期ながら「フードパントリー」や「丼まつり」などで地域の皆様との

つながりづくりをすすめてきましたが、4/10（土）に「多世代ふれあい食堂HAPPYくまここ」をお弁当販売という形で

再開することができました。

　メニューは、「チキンライス」。「ケンタッキー・フライド・チキン」様から

提供して頂いたチキンをメインに、「JA熊谷」様と「産直センター」様から

頂いた野菜を使いながら、色鮮やかなお弁当が出来上がりました。

　今回は、「高校を卒業して、4月から公務員を目指しています。学生の

間にいろいろな経験をしたいと思い、初めてボランティアに参加しました。」

という学生さんや、「子どもの元気があふれています。ボランティアに参加

して色々な経験をさせたいと思い、親子で参加しました。」という小学校

2年生のお子さんとお父さんがボランティアとして参加されました。調理や

盛り付け、そしてお弁当のお渡しにと大活躍でした。

　新型コロナウイルス感染拡大が今後どうなるか分からない状況は続き

ます。その中でも私たちにできることを、皆さんと一緒に力をあわせて

「ここに住んで

よかった」と思

うまちづくりに

貢献していき

たいと考えて

います。 

待ちに待った「多世代ふれあい食堂HAPPYくまここ」待ちに待った「多世代ふれあい食堂HAPPYくまここ」

「ごあいさつ」

＜注意＞

熊谷生協病院(代表)　048-524-3841

感染対策をとりながら、
健康診断を実施して
 います。

5月31日（月） 10時30分～11時30分
①はじめてのらくらくスマートフォン

5月31日（月） 13時30分～14時30分
②はじめてのスマートフォン

・新型コロナウイルスの感染状況によって企画の中止をする場合がございます。
・マスク・手洗い検温などの感染予防をお願いいたします。また、発熱・風邪症状がある場合は参加をお控えください。

＜開催参加にあたって＞

～お弁当で再開。みんな笑顔で「やっぱりいいね」～～お弁当で再開。みんな笑顔で「やっぱりいいね」～

「ドコモ出張スマホ教室」のご案内
医 療 生 協 さ い た ま 組 合 員 限 定 企 画医 療 生 協 さ い た ま 組 合 員 限 定 企 画

日時 日時

6月にも別内容で
「ドコモ出張スマホ教室」

計画中。詳細は
「ほほえみ6月号」に

掲載します。

6月にも別内容で
「ドコモ出張スマホ教室」

計画中。詳細は
「ほほえみ6月号」に

掲載します。

【熊谷市国保特定健診・がん検診がはじまります】
健診期間：２０21年６月１日～２０２2年３月３１日 ※予約は開始しています

健 康 診 断健 康 診 断 を受診しましょうを受診しましょうを受診しましょう

●熊谷市がん検診

　大腸がん（便潜血）
　肺がん（レントゲン、対象者のみ追加で喀痰）
　前立腺がん（血液）
　骨粗しょう症（レントゲン）
　肝炎ウイルス（血液）

５０歳以上　※２年に１回
40歳以上

40歳

40歳以上
50歳以上男性
４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性

１５００円
５００円

５００円

５００円（喀痰検査５００円）
５００円
５００円

健診名
●熊谷市特定健診（メタボ健診）
●熊谷市長寿健診

対象年齢
40～74歳

自己負担

無料
75歳以上

身体計測・診察・血圧・血液（脂質・肝機能・血糖・腎機能）・尿検査・貧血・心電図・尿酸

熊谷市国保・後期高齢者保険加入者、障害者手帳お持ちの方は、健診の自己負担は無料です。

　胃がん（胃のバリウム検査又は胃カメラ）

ご協力お願いします！ご協力お願いします！
　多世代ふれあい食堂HAPPYくまここ
では、ボランティアとして一緒にお手伝
い頂ける方を募集しています。
　また、野菜などの食材の提供にもご協
力をお願いします。

お問い合わせ

熊谷生協病院　地域総合サポートセンター
まちづくりネットワーク推進課
曾田（そた） 070-2154-7357
岸本（きしもと） 070-2154-7358

感染対策を実施しています


