利が今後保障されていく

人らしく生きていける権

み出されています。その

新年のご挨拶

新年あけましておめで
とうございます。

昨年は新型コロナウイ

事態宣言に困惑し、強行

した。繰り返された緊急

「安心して住み続けられ

が希薄になっていく中、

人や社会とのつながり

のでしょうか。

された五輪の裏で多くの

る街づくり」に向け、病

ルスに翻弄された一年で

方が犠牲になった第 波

といわれる感染拡大もあ

り、皆様も不安なことで

あったと思います。病院

地域の皆様のお力添えを

この冬はラニーニャ現

コロナ禍で仕事や家族を

向かって頑張っていきま

そしてそれぞれの目標に

▼介護保険施

設に入所する

低所得者の食

費・居住費を

補助する制度（補足給

付）の改悪で、補助を受

けた人の約半数が負担増

となったことが全日本民

医連の調査でわかりまし

た。月６万９千円の負担

増の事例など影響は深刻

です。▼補足給付は所得

の低い特別養護老人ホー

ムなど、介護保険の施設

入所者や決まった期間だ

け施設で過ごすショート

スティ利用者の食事や居

住費を所得に応じて減額

する仕組みです。▼しか

し自公政権はコロナ禍で

年所得が低くても一定以

上の貯金があれば補足を

受けられない様に改悪し

ました。今回の改悪は資

産要件をクリアして補足

給付を引き続き受けられ

ることになった人にも負

（編集委員・篠田 定男）

はないでしょうか。

する改悪は中止すべきで

介護負担の増大にも直結

る危険性があり、家族の

用できない人が一層増え

ず、ショートスティも利

になれば月に２万円から
力を合わせて取り組んで
まいります。そしてまた、 ６万９千円の負担増とな
ります。▼施設にも入れ

合わせて、行政に協力し

ぜひともお願い申し上げ

年末に新たな政権が発

象の影響で寒くなると予

ます。

足しましたが、自己責任

想されています。皆様も

失った人々、様々な救済

お願い致します。

本年もどうぞよろしく

しょう。

といわれる人が次々に生

者、いわゆる社会的弱者

正規雇用者、外国人労働

制度から漏れた人々、非

政策は変わりようもなく、 お体をご自愛ください。

論の上に立つ新自由主義

いりました。

ながら医療活動をしてま

としてはその時の状況に

院としての役割をあらた
担増を課しています。資
めて考えつつ、職員一同、 産要件の厳格化で対象外
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新年あけましておめでとうございます
本年も宜しくお願い申し上げます

二

「コロナ禍での健康づくり」バトンリレー連載⑥

ロコモテストで知る身体機能

⑦横断歩道を青信号で渡

つでも当てはま

り切れない
もし

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

健

す。そのため地域包

対

括ケア病棟での『リ

ハビリ』とは、

の活動を指していま

川

投書を頂きました。

す。今後は頂いたご

細

いきましょう。家の中で

今回は１件の紹介で

意見を参考に、患者

健和友の会会長
つけることができました。
コロナ禍における自粛

出来ますので、ぜひ続け

す。

様への説明を今まで

オミクロン株の感染拡大

体能力（移動機能）が低

ティブシンドローム＝身

ない
滑ったりする

でなく、生活全般で

ロコモーティブシン

ムページ上で『予防しよ

で活動を増やすこと

では、日常生活の中

地域包括ケア病棟

がとうございました。

ご意見を頂き、あり

た。この度は貴重な

付くことが出来まし

う

（みさと健和病院

㎏程度の買い物をし
て、持ち帰ることが

で、病気や心身機能

事務長・

仁井谷

光）

ドローム ロコトレ編』

を目的としていま

困難である
分くらい続けて歩け
ない

（事務局）

の改善を図ること

同資料は大塚製薬のホー

1

でも見ることができます。

が困難

が必要である

③階段を上るのに手すり

⑤

⑥

12

での機能訓練だけ

改めて健和友の会の昨年
医事課の職員が郵送作戦の
生活で、外出しなくなっ

て見て下さいね。

▼「地域包括ケア病

以上に丁寧に分かり

月中旬～

の活動を振り返ってみます
作業に参加、団地支部の胸

た、運動の機会が減った、 ②家の中でつまずいたり

【お知らせ】

棟でのリハビリを期

やすく行っていく必

今月（

と昨年前半は「健康のひろ
に入会を呼びかけるバッジ
という方もいらっしゃる

左図のロコトレ資料は

待していたのに時間

る方は、図にある「ロコ

ば」の「新型コロナに負け
をつけての活動、クリニッ
かと思います。まずはど

健和友の会事務局でお渡

要があることに気が

最も重要な課題である仲間
が強く心配されますがこれ

下した状態）にあると言

月上旬）は９件の

ないキャンペーン」を通じ
ク内の友の会コーナーが感
の程度身体の機能が低下

④家の中のやや重い仕事

も回数も少なかっ

クは新たにオミクロンとい
ふやし・「組織強化拡大月
までの感染予防の知見を学

われています。

を発展させましょう。皆様

トレ」を行って改善して

て多くの会員さんの参加と
染予防のため閉鎖しました
しているのか「ロコモテ

しもできます。お気軽に

問のうち、一つでも当て

う感染力の強い変異株の感
間」は感染予防のため訪問
び、「正しく、恐れて」を

こうした状況の中でした

の健康を祈念し新年のあい

斎藤義二
市原睦夫

①片脚立ちで靴下がはけ

交流ができました。
が、玄関前に臨時のコーナ

（掃除機の使用や、布

月の友の

スト」をしてみてはいか

た」

・
ーを設け、のぼりや看板を

お声がけください。また

後半は
会と職員共同の取り組み

団の上げ下ろしなど）

１４００名が参加し健康づ
ど次につながる活動ができ

がでしょうか。 つの質

1

増やし入会を呼びかけるな

11

「健康チャレンジ月間」へ

みさと健和病院 リハビリテーション課

1

明けましておめでとうございます

新しい年を友の会と事業
所・職員が一体となって健
康づくり、地域のつながり
を発展させましょう

染拡大を心配しながらの年
行動や各ブロックの様々な

モットーにして新しい年を

はまるとロコモ（ロコモ

越しとなりました。健和友
活動を通じての呼びかけが

友の会と事業所・職員が一

くり活動を前進させました。 ました。

の会団地支部、全ブロック
できず目標の到達はかない

新形コロナのパンデミッ

が年間を通じ役員会の開催
ませんでした。

できること、やらなければ
が、すこやか福祉会三郷地

体となって地域のつながり

を続けて新型コロナ禍でも
ならないことを知恵や工夫

さつとさせていただきます。

高州東町ブロック長

水元・東金町
ブロック長

星野光子
正幸
弓
臼倉康之

鷹野ブロック長
戸ヶ崎ブロック長
八潮ブロック長

2

11

を凝らして活動されました。 域の代表が初めて「拡大推

佐賀節子

本年もよろしくお願いいた

内野俊子

進会議」へ参加され今後の

中央ブロック長

心からの感謝と敬意を表し

彦成ブロック長

します。

野村成光

各事業所のかかわりに道を

松沢亘代

ます。
早稲田ブロック長

15

7

10

団地診療所支部長
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読者の便り

（三郷市高州・檜山

操）

での健康づくりでは、毎回

病院食（行事食）の紹介

スメニューです。人参を混

…………………………
の会員です。これからも会
ぜたキャロットライスが全

役立つ情報が載っていて実
月の病院食はクリスマ

員数が増えて輪が広がり、
体の雰囲気を引き締めます。

▼我が家はみんな友の会

何かあった際の心のよりど

践しています。わたしのふ

ころになっていくといいで

▼楽しみに毎回読ませて

（三郷市彦成・中川 裕美子）

もしっかりやりながらです。 かったです。

いただいています。脳トレ

…………………………
すね。

さと」を懐かしく読ませて
…………………………

（三郷市彦成・伊藤 勢津子）

るさとの内容が今回も良

（八潮市大瀬・中坪 稔子）

▼いつも「わたしのふる

▼毎年受けている健康診
もらっています。皆さん、

積もることもあり、慣れない雪道
富山湾では春先に蜃気楼が見られ、

に苦労しました。

天気予報で蜃気楼の出現率が報じ

は私にとって良い思い出です。

き始めます。通っていた大学周辺

では梨園が多く、梨狩り用に木が

低く揃えられているため視界一面

763cal
33.3g
21.0g
2.3g
＜栄養＞
エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

皆さんのご健康を祈ります。
…………………………
断で今年初めて肺が変との
▼ストレスケアの説明が

の平地とは全く異なる環境でした。

川柳

人つなぐたった五文字のありがとう

三郷市戸ヶ崎 森井 征之

八潮市中央 井上 進寿

着ぶくれてラジオ体操ぎこちなし

俳句

抜き立てを味噌で味わう蕉うまし

葛飾区東水元 柴田 美和子

三郷市高州 吉村 喜子

父が居て母と兄居る福寿草

短歌

水浴びしひなたぼっこしている鴨の群
ベンチでおしゃべりの我らを見てる

三郷市戸ヶ崎 山本 ふき子

年賀状
「遠慮します」
の一行にどうこう
なけれど寂しさ覚ゆ

布いただいています。受け持ちの部数はそ
れぞれで、5〜6部の方もいらっしゃいます。
できる範囲でお願いしています。お気軽に
友の会事務局までご連絡ください。

（投稿は1月1首で厳守願います）
※作品掲載者には図書カード500円分を送付いたします。

『手配り協力者』募集中

あて先：埼玉県三郷市鷹野4−494−1 みさと健和病院 健和友の会宛 締切：毎月15日

（編集委員・谷本 智子）

染が終息しますように！

のお雑煮とは？新コロナ感

くりです。皆さんにとって

です。食文化の違いにびっ

神奈川県相模原市のお雑煮

葉、薄切りの蒲鉾をのせる

醤油味で角餅。鶏肉、三つ

母の味です。私のお雑煮は

せた香川県坂出市出身の父

大根、坂出人参、里芋をの

味噌で、あんこ入り丸餅。

ざいます。夫のお雑煮は白

▼明けましておめでとうご

編集後記

いま、機関紙
「健康のひろば」約9500部
を友の会の「手配り協力者」約420人で配
達しています。みなさんボランティアで、
毎月20日頃、ご近所の会員さんの分を配

本当にいい思い出があるの
とても分かりやすく、健康

く感じられる富山で過ごした歳月

遅く咲き、その後には梨の花が咲

立山・雪の大谷

を撮りました。
ですね。今度私も投稿した

はありません。一晩で数十センチ

（三郷市早稲田・
鈴木 眞佐子）

GW 頃にフェーン現象で真夏の

ことで
結果は異状なしとのことで
づくりに必要だと思いまし
「わたしのふるさと」の水

た。早速実行したいです。

くなりました。
（三郷市さつき平・

したが、一年毎に体は変化
していくのだと思いました。
明美）

元公園は季節の変化ごとに

今井

…………………………

（三郷市彦成・保坂 昭子）

…………………………
行きます。メタセコイアは

3 月頃までは太陽が顔を出すこと
と海に囲まれ、自分が育った関東

八潮市八潮 小林 美恵子

パズル当選者のお知らせ

▼健康チャレンジが終わ

4 年間を過ごしました。富山は山

文芸のひろば 俳句・川柳・短歌 募集

第462号（11月25日付）の正解
は「ブンボウグ」でした。
正解者の中から中坪稔子さん
（八潮市）、鈴木眞佐子さん、
保坂昭子さん、
中川裕美子さん、
今井明美さん、檜山操さん、
伊藤勢津子さん（以上三郷市）に
図書カード500円分を送らせて
いただきます。

12
様な暑さになる日がある一方、立

▼「健康のひろば」が届

本番となればほぼ毎日雪が降り、

り、達成感に浸っています。 ほんとうにきれいですね！

連れてきます。雷は夏の物と思っ

くのを毎回楽しみにしてい

冬です。12 月に「ブリ起こし」

明日から次の目標を掲げ、

ていたので最初は驚きました。冬
富山県富山市―この地で大学の

＜メニュー＞
キャロットライス
ロールチキン
Xmas サラダ
ショートケーキ

した。

そして最も異なる季節はやはり

ます。入職常勤医師の紹介

でした。

引き続きウォーキングを続

バスの背丈を超える雪の壁は圧巻

では、人柄などが少しわか

度この雪の大谷を訪れましたが、

けたいと思います。

この様に自然豊かで四季を色濃
られます。桜は地元の埼玉よりも

富山県富山市
に白い花が咲く様はとても奇麗で

C
T

り安心できます。コロナ禍

山ではまだ雪が残っています。一

自然のダイナミックさを肌で感じられる街

と呼ばれる雷が鳴り、ブリと雪を
富山湾の蜃気楼

金内 裕子
薬局長
かりん薬局
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文 芸 の ひ ろ ば

