
午前

訪問診療
デイケア

増山
中村
関口

中村
田村

中村
田代

塩月
吉野
（第2）

中村
増田
（第2）

増山
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

田村

11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

増山
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

武内
島田

武内
島田

早田
窪田

早田
窪田

早田

早田

窪田
島田

早田
窪田

窪田 早田
川嵜（矯正）

窪田 早田
川嵜（矯正）

早田
窪田

（窪田）

早田
島田

鈴木
島田
荒木
（第4）

早田
窪田

鈴木
島田
荒木
（第4）

診療時間

夜間

月 火 水 木 金 土（第1）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

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 　組合員の皆さんに、暑い８月、まだまだ暑かった９月、ちょうどいい10月、それぞれで生い茂った
草木を刈ってもらいました。ヤブカラシ、ドクダミ・竹…雨と猛暑で今年は成長が早かったので、
大変でしたが感動する
ほどとてもキレイになり
ました。
　ただいま、男性も募
集してます。土曜日（不
定期）午前中に手伝って
もイイ！ という方はご連
絡お待ちしています。

大井協同診療所の駐車場、植栽や建物裏などの
草木の手入れをしてもらいました！
大井協同診療所の駐車場、植栽や建物裏などの
草木の手入れをしてもらいました！

《大井協同診療所　地域福祉部　070-2154-7352（菊池）》

科　　科　　護
第96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 ●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。
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　組合員になると医療生協さいたまの運営や活動に参加できます。その一つが医療生協さいたまの「くらし

サポーター」です。援助する人も利用する人も組合員の、困ったときの助け合い活動です。今、コロナ禍で

つながりが希薄になっています。こんな時だからこそ組合員さん同士の助け合いが必要です。

　また、自治体や社会福祉協議会、民間で助け合いのサービスがあります。それにプラスして、医療生協の

組合員同士の助け合い「くらしサポーター」もあることで、お住いの地域での困りごと相談の選択肢が増え

たら良いなと思っています。

　この地域で「産後のお手伝い」の依頼がありました。第１子の出産に当たり、産後のお母さんの食事づくり

等のサポート依頼です。地元のサポーターの方は４年前に登録したものの、依頼が無く更新をしていなかっ

たのですが、ご近所ということで再度サポーターになり、援助に入ってくれました。赤ちゃんは６月末に無事

出産。退院後、早速サポーターの方３人がお手伝いに入っています。大変喜ばれてい

ます。他にも、新型コロナ感染拡大の影響で「親族に来てもらいたいが呼べない」状況

の中で、近くにいる組合員に援助をお願いした事例もありました。

　“組合員同士の助け合い”の輪が広がり、「くらしサポーター」が地域で頼られる存在に

なるように、ご一緒に始めてみませんか。

医療生協さいたまの「くらしサポーター」をご存知ですか！？医療生協さいたまの「くらしサポーター」をご存知ですか！？

くらしサポーター実施自治体(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

☆三芳支部、新座支部で「くらサポを知る会（学習会）」を行いました。「くらしサポーター」
　開始に向け準備と、サポーターの呼びかけと登録が進んでいます。

利用料金 60分 700円（１単位）

利用時間

サポート内容

月曜日～金曜日の10時～16時

お問い合わせ・お申込み 医療生協さいたま　くらしサポーター事務局
〒333-0831 川口市木曽呂1317　電話０４８－２９６－８６９２ （月曜日～金曜日　午前９時～午後５時）

食事づくり、掃除、洗濯、通院の付添い、
買い物、草取り、話し相手・見守り、蛍光灯の取り替え

※はじめの１単位は60分未満でも700円となります。

※60分以降については、30分延長ごとに350円となります。

※交通費が生じた場合は利用者にご負担いただきます。

※援助に必要な道具・材料は、利用者様にご用意いただきます。

サポート内容の注意事項
・ 専門家の援助ではありませんので、お受けできる範囲に限りがあります。

・ 車の運転を伴う送迎は行っていません。         ・ 身体介助は行いません。

・ 当日の天候やサポーターの体調によっては日程の変更又は中止もあります。

・ 草取りは、７～９月の期間や30℃を超える日は受けられません。１回の援助を最大２時間以内としサポー

　ターの体調を考慮して、適宜休憩を入れたり作業途中でも時間切り上げることがあります。

　使いたい、聞いてみたい、役に立ちたい…まずはご連絡を！  ご近所、地域で困っている方のために
お手伝いしませんか。サポーターになってくださる方を募集しています！
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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96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。

組合員限定

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・高久ふじみ野ケアセンターでは、一緒に働いてくれるスタッフを募集して
います。とても働きやすい職場です。お待ちしています。

介護士・看護師・ケアマネ・ヘルパー募集

今年度初の『オレンジカフェふじみん  にじ』が、
９月１９日（土）10：00～12：00で、無事に開催されました！！

デ イ ケ アデ イ ケ ア通信デ イ ケ アデ イ ケ ア

　コロナ渦での開催ということもあり、職員も

含め先着２０名とさせていただき、開催前後の

清掃・消毒、受付時の検温や体調チェック表へ

の記入のお願い、座席の間隔をあける…等の

万全の準備をしての開催になりました。

　事前の告知をほとんどしなかった為、地域の

方が参加をしてくださるか不安でしたが、合計

１７名（講師１名、地域の方4名、ボランティアの

方９名、職員３名）での、ほのぼのとしたオレンジカフェになりました。

　今回のオレンジカフェの内容は、あさか虹の歯科より、歯科衛生士　内山綾乃先生をお招き

しての「お口の健康づくり」についての勉強会でした。

　普段なんとなく行っていた歯磨きが、実は健康の鍵だった…！！　目的

に合わせた歯ブラシ選びがとても重要…！！　唾液が出るマッサージ法

とは…？ みなさん、とても熱心に聞き入っていました。きっと、毎日の

歯磨きの大切さを再確認することができたのではないでしょうか…？

　次回の開催予定は11月２１日（土）です。内容は…お楽しみに♪
（コロナの感染状況によっては、延期の場合もあります）

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

　はじめまして、9月17日に入職しました、しまだ　かなえと

申します。５歳の男の子が一人います。ふじみ野市には６年前

から住んでいますが、まだ把握してない地域が多いので早く覚えていきたい

です。そして利用者様、家族様に寄り添い安心できる看護を提供していきたい

と思います。どうぞよろしくお願い致します。

職 員 紹 介 看護師

　ウィルス予防の為このような

フィルターを使用しております。

　所長の手作りです。とても使

いやすく快適です。

　

調べてみませんか？ 口腔機能低下症調べてみませんか？ 口腔機能低下症
販売品キャンペーン
い い 歯 の 日

　11月2日(月)～11月30日(月)まで歯ブラシ

などのケア用品をキャンペーン価格でご提供し

ます。（除外品あり）新型コロナ感染症の影響に

より6月のセールに来られなかった方も多いかと思います。

今回はいつも以上にお得なセールとなっておりますので、

ぜひこの機会にお買い求めください！！

※お取り置きはしておりません。ご理解の程よろしくお願い 

　します。

　食べることは健康を維持するとともに生きる楽しみのひとつです。

　いつまでも美味しく食べるためにもお口の健康はとても大切ですが、加齢や病気などの

影響でお口の機能が低下してしまうことがあります。

　あさか虹の歯科では、いつまでも食べる楽しみを続けられるよう、お口の機能の検査を

行なっています。舌の力や唾液量、咀嚼能力（噛む力）など7項目の検査を行ない、3項目以上に該当する

と口腔機能低下症と診断されます。

　保険が適応されるため比較的安価で受けることができ、数値化されるので変化がわかりやすいとても

簡単な検査です。

　最近、食べ物がよく噛めない、よく飲み込めなくなった…そんな時はお口の機能が低下しているのかも

しれません。お困りの方はお気軽にご相談ください。 《歯科衛生士：長谷川》

　今年もヘルスチャレンジの季節がやってきました！

　運動や禁煙禁酒・食生活改善など、自分の健康づくりになりそうな

目標を選択して、１ヶ月継続します。今年は９月～１２月の中でチャレ

ンジしていただきます。

　はがきを切り取って郵送し、抽選で景品を当てましょう！

　郵送締め切りは12/31となっています。今年いっぱいを目標にがん

ばっていきましょう。

　今回はキッズチャレンジを分けてはいませんが、同じ書式を使って

いただきお子様やお孫さまと一緒に健康づくりに取り組むのもいい

ですね♪  ぜひぜひ

チャレンジしてみてく

ださい。

ヘルスチャレンジお知らせヘルスチャレンジお知らせ
デイケアの床が奇麗に！（リハビリ職2人が張り替えました）
　・ リハビリ室をより安全で快適に使用して頂きたく、床の張り替えました。

　・ 以前の会議室の雰囲気から一転、スポーツジムのイメージを目指しました！

　・ 床の素材が滑りにくく汚れが付きにくくなり、部屋が明るくなり高級感漂う雰囲気となりました！

　・ リハビリ室に来ることが楽しみになる環境を提供し続けていきます！

デイケアの床が奇麗になりました。

11/8(日)は「いい歯の日」です。


