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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

ココロン付箋

※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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※第2・3水曜日は
　14：00～ 15：00

※第1・3土曜日は
　9：00～診療開始

遠井

11月 外来診療のご案内 電話（総合案内）048-524-3841
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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・佐藤）

日　程 時　間　 担 当 者日　程 時　間　 担 当 者

11月11日（金）

12月  9日（金）13時～

13時～

深谷駅前法律事務所

一輪草法律事務所

　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。

熊谷生協病院 院長：小堀　勝充
生協まちづくり委員会：松本　浩一

須田

　いつも熊谷生協病院をご利用いただき、誠にありがとうございます。

　医療生協さいたまでは9月24日から11月30日の期間を『生協強化月間』（「消費生活協同組合法」が1984年10月

1日に施行されたことを記念としている）と定めて、組合員・職員が集中的に組織課題に取り組んでおります。

　熊谷生協病院・介護複合施設くまここをご利用されている方で、まだ医療生協にご加入でない方は、生協強化月間中に

加入をお願いします。また、強化月間中はすべての患者様・利用者様へ増資のご協力をお願いしております。月間中に

『①2口以上の「増資」をした方　②加入をした方　③年間3口以上の新規「口座引き落とし」契約をした方』には、キャン

ペーングッズとして「ココロン付箋」を差し上げます。是非ともこの機会に「加入」「増資」のご協力をお願い致します。

　皆様からお預かりした出資金は、地域に根ざした医療・介護活動、及び、無差別平等の医療の実現にたいへん役に立っ

ています。「差額ベッド代なし」は医療生協の代名詞になっていますが、経済的な事を理由に

医療・介護が受けられないという事がないように、皆様の身近な問題にも寄り添い、支援

していくことを職員一同心がけています。

　今年度は、地域での長年に渡る在宅医療の取り組みが評価され、熊谷市から『熊谷市在宅

医療支援センター』の役割を受諾して、熊谷市民の皆様や医療介護の関係機関との相談

窓口として活躍しています。また、皆様からの出資金によりマンモグラフィー装置を導入し、

新たに乳がん検診を始めることができました。地域の実情とニーズに寄り添い、新たな取り

組みを続けることができるのも皆様の出資金があればこそ！引き続き皆様と共によりよい医療

介護が提供できるように頑張りますので、応援増資をよろしくお願い致します！

　今年度は医療生協さいたまが合併して30周年を迎えました。30周年企画として様々なイベントにも取り組んでいます。

1. WFP　ウォーク・ザ・ワールド in 埼玉～届けよう！  子どもたちに栄養と希望を～
　10月～11月にかけて医療生協の事業所のある地域で様々なウォークイベントを開催しています。参加費の一部は国連

　WFPの学校給食支援に役立てられています。10月の企画は終了しましたが、北部地域では『11/5（土）さきたま古墳

　公園及び緑道』と『11/26（土）秩父ミューズパーク』のイベントがあります。詳細は各事業所にお問い合わせください。

2. SDGｓフォトアワード
　SDGｓ17項目に関連する身近なできごとや未来へ向けた思いなどを写真とメッセージで募集しています。応募期間は

　9/1～11/30までとなっています。応募方法は「医療生協さいたま30周年特設サイトをご覧下さい。

1111
http://www.kumagaya-hospital.coop/

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

2022年、笑顔ではじまる健康づくり

●休診日／日曜日・祝祭日・
　　　　　土曜日午後

　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。

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。

　インフルエンザ予防接種の
ため土曜日の小児科受付時間
は10：00までとなります。

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。

医療生協合併30周年！  生協強化月間のお知らせ

～加入増資のご協力をお願い致します～

～医療生協さいたま合併30周年記念イベント！！～

30周年特設サイトのＱＲコードとＵＲＬ

https://www.mcp-saitama.or.jp/anniversa

SDGｓ17項目に関連する身近なできごとや
未来へ向けた思いなどを写真とメッセージで
募集しています。

SDGｓ17項目に関連する身近なできごとや
未来へ向けた思いなどを写真とメッセージで
募集しています。
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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。

これからも、くまここボランティアに来てくれる方、
募集しています。

組合員活動ニュース組合員活動ニュースくまのまち 熊谷生協病院
地域総合サポートセンター
くまのまち

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
【くまここ日記】 敬老会を行いました。

着任のご挨拶 総合診療医・家庭医：瀧井  未来
　こんにちは。川口市の埼玉協同病院から参りました、医師4年目の瀧井未来（たきいみく）と申します。

私は埼玉協同病院で生まれ、幼少期は患者としてお世話になり、就職する前から医療生協さいたまには

沢山のご縁をいただいております。医師である前に人間として、患者様・ご家族、医療スタッフの皆様

には大切なことを日々教えていただいています。

　私の専門は「総合診療医・家庭医」という分野です。内科だけでなく、小児科やちょっとしたケガなど、色々なニーズ

に対応できるように日々研鑽しています。患者様・ご家族、地域の皆様にとってより身近に、病気になる前・健康な時

から関係を築ける医師を目指しています。病気・健康の相談はもちろん、介護のこと地域のこと、日々の楽しみや

生きがいなどについても一緒に考えていく、「その人らしく生きる」ためのお手伝いをさえていただけたらとてもうれ

しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。

退任のご挨拶 医師：富山  桃子
　半年間大変お世話になりました。皆様が本当に温かく接してくださり、安心して仕事を行うことが

でき、あっという間の半年間でした。感謝の気持ちとともに、寂しい気持ちでいっぱいです。

　熊谷生協病院の特徴は、スタッフの一人一人が、患者様の病気のことだけでなく生活背景までしっ

かりと捉えて、患者様にとってベストな医療を提供しようとするところだと思います。埼玉北部の地域医療もよく学ぶ

ことができたと思います。春先の少し肌寒い季節から、日本一暑いといわれる夏を越えて、少し涼しくなった秋まで、

季節を感じながら過ごすことができ、教えていただいた熊谷名物もたくさん堪能できました。また勤務先は変わって

しまいますが、どこかでお目にかかれたらうれしいです。皆様、本当にありがとうございました。

　社交ダンスのサークルのみなさんにきて
頂き、楽しい時間を過ごすことができました。
　とても素敵な衣装で9人の女性が出演をして
くれました。このサークルには、職員も参加して
います。
　利用者様も参加できる簡単な振り付けを教え
てくださり、座ったままでも参加できました。

●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・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

敬老の日は、利用者様に日頃の労いや感謝の気持ちをこめ、昼食は＊敬老の日スペシャルメニュー＊でした。
・にぎり寿司　・祝い盛り（寿高野豆腐・枝豆しんじょ・
六万里芋・花形人参・いんげん）　・菜の花のおかか和え
・お吸い物（しいたけ・小葱・飾り切りかまぼこ）
・手作り梅ゼリー
おいしくて、みんな完食です。

　多世代ふれあい食堂HAPPYくまここは毎月第2土曜日

12：00～13：00を定例日として地域の方を対象にお弁当

販売を行っています。酵素玄米を取り入れたり、野菜中心と

いった、普段不足しがちな食べ物を使ったお弁当を手作りして

います。

　今月からは公式LINEを立ち上げ、

案内や予約が簡単になるようにしま

した。地域の皆様に愛されるような子ども食堂を目指してまいりますので、

今後ともよろしくお願いします。

　ボランティアも随時募集しておりますので、お気軽にご連絡下さい。

　10/7（金）中条支部ウォークを皮切りにゆるっと街並み散歩が

スタートしました。

　当日は天候に恵まれず、妻沼にある熊谷市立荻野吟子記念館を

訪れました。記念館では、ボランティアガイドさんによる説明を

聞きながら歴史を学びました。参加した組合員さんからは「天気が

いい日に、ウォーキングして、見に行きたいです」「あちこち歩いて

みたいです。」「雨でも満足感がありました」と参加して有意義な

声が寄せられました。

　秋のゆるっと街並み散歩。１１月も各支部で予定しています。

秋の思い出作りにちょっと足を運んでみませんか？

●秋のゆるっと街並み散歩開催中

熊谷生協病院　地域総合サポートセンター    担当:平澤
048-524-3841　平日9時～16時   y-sota@mcp-saitama.or.jp

【ご予約・お問い合わせ先】

●ドコモスマホ教室
場所 ：熊谷生協病院4階会議室
ドコモ以外のお客様でも無料で参加いただけます。

11月14日（月）

無料　定員：8名参加費

日　時

※感染症対策を実施して
　おります。

※受講にはd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です。

定員になり次第締め切ります。
新型コロナウイルス感染拡大状況により
中止することがあります。

①10：30～11：30 『安心・安全にスマホを使おう』
②14：00～15：00 『タブレットの魅力を知ろう 』

完全予約制

午前・午後通し参加は
お断りさせて頂きます。

多 世 代 食 堂 の お 弁 当 販 売多 世 代 食 堂 の お 弁 当 販 売


