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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
※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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須田

　2022年10月23日、熊谷生協病院の外来待合室で、「第1回

偲ぶ会」を開催いたしました。

　昨年度、熊谷生協病院と熊谷生協ケアセンターで在宅療養の

支援を行い、お看取りさせて頂いた患者様のご遺族様を対象に、

10家族15名の方に参加して頂きました。

　偲ぶ会では、小堀院長の講話で人は長い年月の人生という物語を自らつくりいろいろな

出来事の中でそれらを意味付けし、納得しながら価値観を形成している。その人を取り

囲む「事情」の多様性を１つの物語として大切にしましょうと話されました。

　地元のボランティア「ママさんブラスくまぴよ隊」による生演奏を間近で聞くことができ

本当に心が癒やされ、静かに涙がこぼれる瞬間に感銘を受けました。

　さらに、ご家族様と職員の交流のひとときでは、故人を偲び生前の思い

出やエピソード、近況などを伺う事ができました。この会はご遺族様のケア

を目的として開催しましたが、ご遺族様とお話することで、私たち職員も

癒やされている事に気付きました。まだ、悲しみが癒えず、お辛い思い出も

あるかもしれませんが、偲ぶ会に足を運んで頂きましたご遺族様に職員

一同、感謝の気持ちでいっぱいになりました。

　最後は臨済宗　桃林寺ご住職様による法話（ビデオメッセージ）があり、

出席された方々は故人を偲び大切な人に思いを馳せ涙される姿もみられました。

　地域で最後まで住み慣れた居場所で「その人らしく」過ごす事ができるよう今後もより一層、在宅療養を支援し“最後の

砦”となれるよう職員一丸となり応えて行きたいと考えています。 

1212
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
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。

　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。

「偲ぶ会」「偲ぶ会」

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・佐藤）

日　程 時　間　 担 当 者日　程 時　間　 担 当 者

13時～1 月13日（金） 調整中

13時～12月  9日（金） 深谷駅前
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。

※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。

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。

熊谷生協病院院長：小堀　勝充

年末年始の
診療について
年末年始の
診療について

年末の外来診療は12月29日
（木）午前が最終となります。
また、年始は2023年1月4日
（水）からの診療となります。
次年もどうぞよろしく
お願い申し上げます。

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

【材料】（2人分）

☆クリスマスメニュー☆☆クリスマスメニュー☆

マカロニ
シーフードミックス
玉ねぎ
牛乳
顆粒コンソメ
塩

50ｇ
150ｇ
1/2個
400ｍｌ
小さじ1

ひとつまみ（約1ｇ）

薄力粉
サラダ油
ほうれん草
人参
さつまいも
とろけるチーズ

大さじ１
小さじ１
６０ｇ
適量
適量
50ｇ

【作り方】

《クリスマスツリーグラタン》１人分　395Ｋｃａｌ　塩分1.8ｇ

①玉ねぎは薄切りに切る。
②〈グラタン〉 フライパンに油をしき、①の玉ねぎとシーフードミックスを軽く炒め、
　マカロニと牛乳・コンソメ・塩・こしょうを加え約12分ほど混ぜながら煮込む。
　マカロニがアルデンテになったら、薄力粉をふり入れてとろみが付くまで混ぜ
　ながら加熱する。
③〈飾り〉 人参とさつまいもは星形に型抜きし、耐熱皿に入れ、ふんわりとラップを 
　して電子レンジ（５００Ｗ）で約１～１分半間加熱する。冷凍ほうれん草は解凍しておく。
④ 耐熱皿に②を入れてチーズをのせ、③で飾り付けをし、温めたオーブントース
　ターでチーズがとけて焼き色がつくまで８～１２分焼く。

簡単
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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。

実際に対応している様子を
観察しています。

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

　医療生協さいたま合併30周年イベントのひとつ「WFPウォーク・ザ・ワールドin埼玉」

を行いました。埼玉県内１８か所で創意工夫を凝らしたウォークイベントとなりました。

　今回は10/23、10/30に開催したウォークイベントをご紹介します。

～秋の自然を楽しもう　鉢形の歴史に耳を澄まして～
　10/23（日）鉢形城公園（寄居町）を散策しました。参加者は多世代から80名を超えま

した。青空の中、自然と澄み切った空気の中、広大な公園内を各々のペースで散策、

途中休憩を挟みながら緑に囲まれた景色を観ながら談笑する姿もありました。

～見どころ満載　秋の熊谷　妻沼聖天山～
　10/30（日）熊谷市妻沼聖天山周辺を散策しました。快晴の中100名近い参加で賑わい

ました。「聖天山には何回も足を運んだことがありますが秋の散策もいいですね」「素敵な

カフェを見つけました。友だちと一緒にお茶しながら楽しく過ごしました」と声をききま

した。

　開催に向けて小学校、保育園、団体、企業のみなさんへチラシを届けお知らせして

きました。またチラシ掲示には多数の方々のご協力も頂きました。ありがとうございます。

このイベントを通して「地域とつながる」ことを体感できました。医療生協さいたま合併

３０周年にふさわしい行事となりました。

　健常者・障がい者・ジェンダー・年齢層などの違いを越えて助け合い、未来

への懸け橋作りがテーマ。大人だけでなく子ども達や熊谷市議会議員の方も

ご参加くださり、総来場者数は200名以上と大変にぎわいました。

　講演会講師に熊谷出身のタレント「俄然風太☆軍団」を招き、自らもジェンダーの壁に悩んだ青春時代や実体験のエピ

ソードを話して下さいました。後日、講演を聞いた方から「興味深かった」「LGBTQの理解が深まった」「面白かった」などの

感想をいただいています。

　ほかにも、中庭にスカイアンブレラを作り、青空とカラフルな傘と風船の下でのステージ「レインボーライブ」を開催。

高校生デュオ、歌謡、ダンス、キッズとシニアのチアダンスで盛り上がりました。ラストは出演者、観客みんなでAKB48！！！

　大人も子供も楽しめる「紙飛行機大会」は、パパ

達よりもちびっこの方が好成績でびっくり。優勝者

には豪華賞品ドローンが贈られました。おめでとう！

　ハンドメイドワークショップでは、アイシングクッ

キーやレジンアクセサリー、クレイ、ロゼットなどが

大盛況。つねに会場は満員御礼でした。

　介護ロボット体験や握力選手権、フードパント

リー、木工教室では、ご高齢の方も夢中に。

　日本人の11人に1人がLGBT層といわれています。（電通ダイバーシティ・ラボ調べ）外来患者さんが50人いれば4人は

LGBT層だと推測されます。医療現場で多様な性への関心を持つことは、治療や看護、患者さんのQOL（生活の質、生命の

質）を考えるうえで大切なポイントです。医療現場での、ジェンダーやセクシャリティの理解を高め、柔軟に対応できるケア

センター職員になれるようにこれからも努めてまいります。そして地域の方々もLGBTへの理解を深める「架け橋」にもなり

たいと思っています。「レインボーフェスタ」にご来場くださった皆さん、ありがとうございました。このような機会がまた

持てたらと思います。

レインボーフェスタを終えてレインボーフェスタを終えて
10/16（日）にケアセンターで行われた「レインボーフェスタ」

　熊谷生協病院では、２０２２年度より倫理・接遇委員会を開設しました。
　２０２２年度の目標として「生協の医療、介護のサービスを受け安心して療養生活、在宅
生活を送ることができる。」とし、重要成功要因を「全ての職員がアンテナを高くもち、利用
者様に必要なサービス・地域活動につなげることができる」としております。
　必要なサービス・地域活動に利用者様や患者様をつなげるためには、選ばれる病院と
なり利用してもらう事が必要なためです。　　　　　　　
　様々な場面で当院職員と接する機会があるかと思います。接遇で気になった点などが
ありましたら、各階に「虹の箱」を設置しております。ご意見をいただけましたら幸いです。

接遇に関する取り組みについて

＜WFPウォーク・ザ・ワールドin埼玉＞

募 集募 集 非常勤　調理師・調理員
入院患者様・通所利用者様の食事調理に関する業務全般、その他補助業務。経験有り尚可。
就業時間や業務内容など詳細についてはお問い合わせください。 （食養科：松本）

非常勤　調理師・調理員
入院患者様・通所利用者様の食事調理に関する業務全般、その他補助業務。経験有り尚可。
就業時間や業務内容など詳細についてはお問い合わせください。 （食養科：松本）

地域とつながった！ 世界がつながった！ みんなの参加でまちウォーク大成功！


