
午前

訪問診療
デイケア

増山
中村
関口

増山
中村
田村

中村
田代

塩月
吉野
（第2）

田中
増田
（第1）

中村
渡辺（洋）

増山
中村
渡辺（裕）

診療時間

内視鏡午前

午後

月 火 水 木 金 土

●栄養相談・運動相談…毎週水曜日午前
※第1木曜日午後・第2土曜日　日曜祝日は休診となります。

●胃カメラ…毎週水曜日・木曜日午前/第４土曜日午前

大井協同診療所大井協同診療所

上西
芳賀
渡辺（裕）

〈4〉

診療体制が変更する場合があります。ご了承ください。

栫

山名

山名

増山
関口

中村 芳賀 中村 中村

増山
田村

 

8月診療体制のご案内
（内科）

川村（第4）

夜間
18：00～19：45

14：00～16：30

8：30～12：00

渡辺（洋）

あさか虹の歯科あさか虹の歯科

※都合により診療体制が変更する場合がございます。　
※第5土曜日は午前のみ診療あり（医師体制：早田・窪田）

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。

往診

往診

窪田 窪田
青柳

青柳
武内
島田

武内
島田

早田
青柳
窪田

早田
青柳
窪田

早田
青柳

早田
青柳

窪田
青柳
島田

早田
青柳
窪田

窪田
川嵜（矯正）

早田
青柳

窪田
川嵜（矯正）

早田
青柳

早田
青柳
窪田

※29日午後休診

（窪田）

早田
青柳
島田

鈴木
島田
荒木
（第2・4）

早田
青柳
窪田
鈴木
島田
荒木
（第2・4）

診療時間

夜間

月 火 水 木 金 土（第1・5）土（第3）土（第4）

窪田

窪田 早田（真）早田（真）

早田（真） 早田（真）
窪田

早田

午後
12：30～17：00

18：00～20：30

午前
8：30～11：30

組合員
コーナー
組合員
コーナー

　呼びかけとお願いにこたえて、ウエスをいただきました。ありがとうございます！

まだまだ必要としています。ご家庭であまっている布（綿やタオル生地）がありまし

たら、寄付をお願いします！（20ｃｍ×20ｃｍくらいに切ってあると助かります）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ＮＰＴ再検討

会議は延期となり、今年の広島での原水爆禁止世界大会

にも代表派遣はできなくなりました。しかし、医療生協さいたま生活協同

組合の組合員と職員は、広島で被爆して生涯、核廃絶をうったえてきた

肥田俊太郎先生の思いを受け継ぎ、活動して行きます。

　『ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名』にも、訪問行動や街頭宣伝などで、

引き続き取り組んで行きます。

ウエスをいただきありがとうございます！

8:35
9:15
9:55
10:35
11:15
11:55
12:35
13:15

8:40
9:20
10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20

ふじみ野
駅西口発

大井協同
診療所発

運行日：月～金曜日 ※土曜は運休です。ご注意下さい。

大井協同診療所　ルート便案内大井協同診療所　ルート便案内

大井協同診療所

8:50
9:30
10:10
10:50
11:30
12:10
12:50

9:00
9:40
10:20
11:00
11:40
12:20
13:00

上福岡駅
西口発

大井協同
診療所発

お問い合わせ先：049-267-1101

巡回ルート

大井協同診療所 上福岡駅西口

ふじみ野駅西口

国保特定健診
はじまっています。

後期高齢者（75歳以上）の
健診は無料になりました。

科　　科　　護
第93号 2020年2020年

医 歯医 歯 介介
健康づくりの安心ネットワーク

おたっしゃで・
なによ

南西部地区・川越比企地区 ネットワークニュース

りで

月号月号月号88 ●大井協同診療所
〒356-0050 ふじみ野市ふじみ野1-1-15
TEL 049-267-1101 FAX 049-267-1108

TEL 049-291-6001 FAX 049-291-6004

●生協ケアセンターたかしな
〒350-1137 川越市砂新田4-1-4 ブランドールビル2F

デイケア直通 TEL 049-267-1115

http://www.yuiyuidori.net/ohi-kyodo/

●ふじみ野ケアセンター
〒356-0004 ふじみ野市上福岡3-3-7
TEL 049-267-1104 FAX 049-267-0082

http://www.fu-care.net/

●あさか虹の歯科
〒351-0033　朝霞市浜崎724-2
TEL 048-476-8241 FAX 048-476-8242

http://asakaniji-dental.jp/

医療生協への出資にご協力下さい。

※送迎が必要な方はご相談ください。
　10月11月は大変混雑しますので早めの受診
　をお願いします。

川越市特定健診も
実施しています。

ふじみ野市・富士見市・三芳町組合員同士の支え合い（有償ボランティア）組合員同士の支え合い（有償ボランティア）
　くらしサポーターの活動が、段階的に再開しま

した。草取り・買い物代行の屋外の活動に限っての

活動再開となります（熱中症予防にため、草取りは

この真夏には、お受けできないこともあります）。

①マスク熱中症に気をつけて
　　この時期マスクの着用で熱がこもり熱中症になってしまう

　こともあります。屋外での援助活動、人が近くにいない

　場合は、マスクを外して作業をすることがあります。ただし、

　依頼者の方と会う時にはマスクの着用を忘れずにしましょう。

②サポートを受けたい人いませんか！？ 
　　介護サービスまでいかない、しかし身近な援助が必要な

　ケースは多くあります。とりあえず「相談してみよう」でもけっ

　こうです！ ご連絡お待ちしています。

③サポーターも募集しています！
　　ふじみ野市・富士見市・朝霞市でも、サポーターを担って

　いただける方を募集しています。サポーターからは「ささやか

　な援助だが、お役にたっている実感がありうれしい」「喜んで

　もらえるのでやりがいがある」「空いている時間を無理の無い

　範囲で助け合える。良い仕組みだと思う」などの感想もあり

　ます。一方で、「依頼が来ない」との悩みもあり、マッチングの

　むずかしさもありますが、地域の中で、医療生協のくらしサポ

　ーターの活動が定着するよう、お申し込みをお願いいたします！

　　自粛がつづき、引きこもりにならないかと心配して、組合員

　さん同士、みなさん一声かけています。まだ援助の範囲は限

　られていますが、組合員同士の支え合いの輪を広げましょう！

受 診 期 間

7月1日から11月30日まで

これを機にぜひ
健診を受けましょう。
これを機にぜひ

健診を受けましょう。

「医療生協さいたま　くらしコーディネートセンター」　電話 ０４８（２９６）８６９２

くらしサポーター活動地域(１４自治体)：川口市、川越市、さいたま市、所沢市、熊谷市、
　ふじみ野市、富士見市、上尾市、草加市、桶川市、秩父市、朝霞市、飯能市、狭山市

くらしサポーター事務局：川口市木曽呂1317 （ふれあい会館２階）
　直通電話 ０４８（２９６）８６９２　ＦＡＸ ０４８（２９４）１４９０　午前９時～午後５時（月曜日～金曜日）



新 し い ベ ン チ 出 来 ま し た
ケアセンターのベンチがきれいになりました。地域の皆様ご利用ください。

2020年8月1日発行

大井協同診療所　TEL.049-267-1101 無料低額診療事業を行っています。
〈2・3〉医医 科科

あさか虹の歯科　TEL.048-476-8241歯歯 科科

おたっしゃで・なによりで 第93号

ふじみ野ケアセンターTEL.049-267-1104　ケアセンターたかしなTEL.049-291-6001 介護でお困りの方、お気軽にご連絡ください。介護でお困りの方、お気軽にご連絡ください。介介 護護

問い合わせ

ふじみ野ケアセンター：049-267-1104　担当：渡辺・高久

看護小規模多機能看護小規模多機能 通信

ふじみ野ケアセンター看護小規模多機能

看護小規模多機能では随時、見学・ご相談を承っています。
是非ご連絡ください。

049-261-0985

ふじみ野ケアセンター　ヘルパーステーションでは、一緒に働いてくれる
登録ヘルパーさんを募集しています。とても働きやすい職場です。お待ち
しています。

ふじみ野ケアセンター　ヘルパーステーションでは、一緒に働いてくれる
登録ヘルパーさんを募集しています。とても働きやすい職場です。お待ち
しています。

　長らく破損していたふじみ野ケアセンター玄関

前のベンチ、梅雨の晴れ間にケアマネ男性二人組

で修繕しました。修繕の途中にもご近所の方から

「やっと直るのね。助かるわ。」と声を掛けていただ

き、改めて、駅までの道中貴重な休憩ポイントとい

うことが分かりました。

　クールオアシスも実

地しておりますのでご

利用の際は水分補給も

お忘れなく。

　入館の際には設置してあります、アルコール消毒薬

にて手指の消毒にもご協力ください。

《ふじみ野ケアセンター　ケアマネ：河西》

　100年に一度と言われるパンデミック、いまだに特効薬がないまま夏を迎えてしまいました。マスク

着用は当たり前の生活になっていますが、夏のマスクは体が悲鳴をあげていること、ご存知ですか？

　マスク使用時は口の周りの温度が3～4度上昇し、体への影響は心拍数・呼吸数・血中二酸化炭素

濃度・体感温度の全てが上がり身体負担が大きくなります。そのうえ今年は、外出自粛で運動不足も

重なり、熱中症の危険が高まっています。

　専門家によると、人との十分な距離が取れ、換気がなされた屋外では

マスク着用は必要ないとのこと。感染予防としてのマスク着用は必要で

すが、夏のマスク着用は上手に行い体力低下を予防し、コロナにも熱中

症にも気をつけて夏を頑張って乗り切りましょう！！

感染予防のマスク上手に使えてますか？感染予防のマスク上手に使えてますか？

看護小規模多機能ではちょっとした積み木がブーム!!
一番高く積み上げたのがこちら!!
すごい！

看護小規模多機能ではちょっとした積み木がブーム!!
一番高く積み上げたのがこちら!!
すごい！

　あさか虹の歯科では、通院が困難な方のために、自宅まで

伺う訪問診療を行っております。持ち運びの出来る治療器具

にて、自宅でも診療所と同じような治療が受けられます。

一般的な歯科治療に加え、長期間義歯をはめておられない

方や、お口の筋力が低下しうまく食事がとれない方に、お口

のリハビリテーションやお口の清掃にも伺います。また、

病院や施設への訪問診療も行って

おります。ご希望の方はお電話にて

ご相談ください。 

訪問診療のご案内

あさか虹の歯科

効果的なウォーキング効果的なウォーキング
　先月の記事で散歩をおすすめしているため、今回は効果的なウォーキングについて

お話したいと思います。

①ウォーミングアップとクールダウンをしましょう！ 十分体を動かし筋肉を温めて 
　おかないとけがの原因になります。ラジオ体操などの動的ストレッチがおすすめです。

②水分補給はしっかり行いましょう！ 暑い時期・湿度の高い時期・朝一番の運動は
　特に注意して運動前に水分補給をしましょう。暑い時間帯は避けて運動しましょう。

③ウォーキングの環境に気を配りましょう！ 膝や腰の負担を避けるため、軽くてクッ
　ション性がある靴を選び、可能なら土・芝・ウッドチップなどコンクリートでない場所を

　歩きましょう。

④ウォーキングの姿勢を意識しましょう！ 背筋を
　伸ばし、いつもより大きく腕を振って足を出す

　ことで、足だけでなく背中・おなか・腕など身体

　中の筋肉を総動員すると、より健康効果が高まり

　ます。また、踵から着地をすることで膝・腰への

　負担を減らしましょう。

熱中症に気をつけてウォーキングに取り組んでいただければと思います。

【有酸素運動コーナー】(自転車2種類、Nuステップ1台)

通信デ イ ケ アデ イ ケ ア通信デ イ ケ アデ イ ケ ア

　最近運動不足になっていませんか？

　「少し頑張ると疲れる」「階段昇るのがしんどい」と感じる場合は体力が落ちて

いるかもしれません。疲れるからといって、動かないでいると、さらに体力が落

ちていきます。

　そんな運動不足を解消するに、うってつけなのがこの３台の機械リハビリ！ 体力

を増やすことで、日常生活

の活動量も増え、自然と

健康的な体作りが可能と

なります！

　夏の暑さに備えて、体力

をつけて乗り越えていきま

しょう！

★前の画面に映る脳トレ

　も一緒に行うと、認知症

　予防にも効果的です！

運動器具の紹介


