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内でお花見ガ嘆しめ惨いか

と虻臓を般り手作りの縦

の木を作ってその下で包酒

を疎わっていただ舎まし
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外也も自繍ム ドのゆ今世鋼で怯.，の中で姦しめる
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国保ドックキャンペーンのお知らせ

8月白川口市国保ドック受受露目皆様に おいしいお水をプレゼント!

緊急夢煩宣雷発令中は 健康彦断の受入を申止

させていただき 大変ζ送贈をおかけしました.

令国のことを踏まえて、ご自身の健康について

改めて見つめ直してみようとお考えの方も多いの

ではないでしdうか。

さいわい"'療所でIa川口市司園保ドvタを 8

月中に受"'いただいた皆噂に 健診当日にやわら

か芙然水 (50C州ぺりトボトル"ド〉をプレゼ

総合鍋オプション

ントさせていただきます.

ぜひこの機会に ドνクe・"'を費けてみません

かり

ご予約は"'療所受付かあ旬留で承ります.宙

線のご予約、お待ちしております l

掌プレゼント.先着順です.穆〈依り次第縫?とさぜて

いただ容ま...

川口市園保ド ック

後期ドック 飯郡工コ 3，300悶〈要予約) 顕動脈工コ 3.146同(璽予釣)

30鰻 -64.

65餓~

9.900円

6.600阿

骨密度測定 1.100用 血管室事齢測定 2，090同

前立腺がん俊彦〈男性のみ) 2.200肉眼底峨査 1.232同

この度のコロナ禍において 事媛や外出の自繍

を余儀往くされ大変不自由な生活をされているも

のとお察しいたします.

その緩'.中、地域の組合員の皆梅より「マスク

J r防趨衣Hその他の支援ゴを頂き ありがとう

ございました.まさに組合員に亥えられているこ

とを実感し活問させていただきました。

愚容組合鍋の f励ましの声Jに変えられ、民

行錯!Ilをし訟がらも地錫¢受療楢を守るために感

議対策や社会資源の案内生活相級なども行って

きました.

令後も私たちの社会的使命を果たせるような

狽織を作ることが大切です.

「家庭医総合医のいるかかりつけ医」として

です~

予防から'性疾思管理まで幅広い年齢層の医綴

介護を支える惨療所組合員¢健康づくりや蕃ら

しの助ず合いの活動の釦点として 健康づくり

街づくりにとりくんでいけるように皆線¢出資金

が必要です.

fサマー糧費Jにご富力をお願いします.

出資金は受付で封筒をお配りしておりますの

で 髭療所にお鍾しの僚にはご也力をiI3願いいた

レます.

また さいわいE診療所で以個人加入を組合員の

皆織にお顕いしております。家銭の中で組合備の

方がいても個人個人でご釦入頂き共に医療全

飽活勘を盛り上げていただければと思っておりま

す.なにとぞよろしくお聞い致します.
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建阻まつり 地場交混スペース名称投膜

た〈さんの投11ありがとうございました l

昨年"月に行われた建殴まつりにおいて チ

ケり卜を 15凹校販売しました.その"国，0)勉喝受

流スベ ス名硲の樋裂を建設まつり当日にお願いし

て"りましたが先日その般原箱を開討しました.

215伎のチケり卜の中で有効チケヴト!d:170枚

有効候補1112411ありきEした.さいわい かがや

きに関係する名絡の他にも『いきいきJrきほうJrき

らめきH しおわせHさわやかHスマイル』芯ど

元気のでそう"名絡や「さくらJrうめJrしずくJrつ
ぼみHチュ リνプHひまわりJはど花に繍する

② 

「予約夜更民主いつでも大丈夫ですよJと冨っていた

のに電障で予約の蜜更したら「またですか』と

曾われた.

・"ロで~相手の鱒も見え恕いので普段より7

.怠対応が必裏であることをヌタvフで共有しま

した.

ていきました

，務質胸彰苔

私隠元々 8食標後児E
受趨員のお仕事〈字書の

舞金)をしていました.

ぞれから少ししてさ

いわい.. ・mにてこども

禽省訟を行う夢と拡り み

んなの食盆 Flatのメン

バとして関わりを深め

私服 大型惨生の頃から医策金也さいたまの活動に勉

力を眼じていて ここで働きたいと考えていました

が、誕廠活也中にこの忽いを酔える司匹以幽来まぜんで

した.

そのゐ さいわい"療所が箇力してく2ごさる事に

宅寄ったと報告を受けた"陰ーまさか この蟻信形で飼

わりを持てる信んて， ，と本当に簸きました.

名祢r-広!lH-の鍾H?r.よがりH信かよしHだ

んらんHきず信〈解)CafeJ訟ど集う唱所に闘す

る名称 『ほっこりHぽかぽかHほんわかHやす

らぎJ伝ど温かみのあ号'"祢国有志HラルーチェJ
'.ど外薗脂由来の名称恕どバラエティに豊か怠名祢

候繍をいただき.した.地銀棋の方に憂され育ててい

ただける地感受流スべス"怒るよう建殴望書.会

をはじめとしてじっ〈り後回していきたいと騒いま

す.
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また開聞に地...鰍活動こ力を入れている所に'"

めて感力を感じ

このクループで働けたら信a・と"'~て感じた'を

はっきりと覧えていn.
そしてある日 ・・を..しているという声を買に

し思わずt ぞれは本当ですかI?と飛びつく視に質

問してしまいました(笑〉

冷.に宅まって考えた開 学置の司区もありとても鰯み

ましたが このご鴻を大賞Mこしたいと考え 応.しま

した.

入・しでから半年.私は舎とても凝しくl やリがいを

符ヲて働かぜて'"いています.

日々の禦務~もちろんさいわい"鋼所の・債とし

てみん恕の食'"凶tのメンバーとしでこれがら

も沢山の方に医療 主也さいた.の魅力を伝え 勉... 

臥活即こも一生懸命取り組んで4惨リ...どうぞ首織

よろしくお願い放します.
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4月"日よりあさ力、盟の いやりの気持ちを忘れず頑強

歯輔がら興劃してまいりまし ります.そして.来年新しく

た阿部費佐子です.入園から 生まれ蜜わるさいわいE療所

哩科事業所勤務の軽臨し力、在 がー地域の官楓にとコて含ま

く、舎固医科事製所国初めて で以上に f居心地のいい露療

ですが、新しい事を学べる楓 所』と主よるよう、組合員さん

舎に緊彊しつつもワウワヲし とともにつくっでいきたいと

ています，組縄担当事在も初 思います。どうぞよろしくお

地域コミュニティ担当者 めてで歪らない所も事守ある 厩いいたしま".

阿部 美住子 。もしれませんが.笑顔と思
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