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医療生活協同組合ってなぁ～に？

具体的には？

阪神医療生活協同組合に加入すると

阪神医療生活協同組合
http://www.hansiniseikyo.or.jp/

つながる　ささえる　ひびきあう

本部連絡先

地域活動サポートセンター

阪神医療生活協同組合の理念

①組合員が、「医療」「介護」「福祉」「健康づくり」の専門家との協同によって、
いのちやくらしについての問題を解決していく自主的な組織です。

②組合員（出資をする人）は利用者でもあり、同時に運営者でもあります
③出資金は事業運営の資金となります。　※脱会時に全額返金いたします

あなたも生協の組合員になりませんか？

組合員の声

①保健・医療・介護・福祉に関する阪神医療生協の事業の運営に参加
することができます。（組合員価格で利用できるサービスもあります）
②健康講座、趣味の集まり、地域の居場所などに参加することができます。
③組合員同士や職員との協同の取り組みによる、健康づくりやまちづくりに
参加することができます。

出資申込書をご記入いただきます。
各事業所で受付をしており、出資
時に受領書を発行いたします。

医療生活協同組合の主人公は組合員
です。
阪神医療生活協同組合は、保健・医
療・介護・福祉の事業と運動をとお
して、人と人との支えあいを大切にし、
組合員が生きがいをもち、安心して
暮らせる地域社会をめざします。

加入・増資のご案内
出資金は

1口500円からです
（できれば6口以上でのご加入をお願いします）

本部事務所で組合員カードを
発行し、確認書等と一緒に郵送
又は手渡しでお渡しいたします。

組合員カードを
お渡しします

増資申込書にご記入いただき、
年度末に出資残高をお渡しいたし
ます。

出資金を増やす
「増資」の手続き

私たちは、地域での
様々な支えあい活動で、
暮らしの安心をつくって
きました。笑顔と生きが
いを広げながら、阪神
医療生協は、これから
もみんなの拠り所であ
り続けます。

保健
（健康づくり）

私たちは、健康チェックで自分を知り、楽しみな
がら地域に健康づくりを広めます。
また、病気とつき合いながら心豊かな生活が送れ

るように支えあっていきます。自分らしいくらしを私た
ちと一緒につくりましょう。

組合員活動
ボランティア

医療

くらしを支える
阪神医療生協のネットワーク

介護・福祉

〒661-0972 兵庫県尼崎市小中島2－8－8
TEL：06-6494-8394　FAX：06-6494-8395
メールアドレス：info@hansiniseikyo.or.jp〒661-0972 兵庫県尼崎市小中島３－１３－１６　TEL：06-6491-8822　FAX：06-6494-8395

ホームページ：http://www.hansiniseikyo.or.jp/

※地域での仲間づくり、つながりづくりを広げましょう

園田支部 支部長

山下 道子さん

組合員活動
ボランティア

保健（健康づくり）

阪神医療生協と出会ったのは昭和
55年。お食事会や絵本の読み聞
かせなど支部活動を通じて色 な々出
会いがありました。
今は、診療所やデイサービスのお
世話になりながら自宅で母親の介
護をしています。一緒に関わってき
た医療生協の仲間がいるから安心
です。
あなたも仲間になりませんか。
きっと楽しいですよ。
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入って良かった、関わって楽しい、つながり合って
安心…それが“阪神医療生協”です。

くらしを支える阪神医療生協のネットワーク
医療・介護・福祉のご相談は、各診療所・事業所へお気軽に

くらしを支える 7 つの取り組み　～健康と安心を一緒につくりましょう～

一人ひとりのくらしが、楽しく豊かになるよう最期
までお手伝いさせていただきます。
困った時も、医療・介護の連携と組合員の仲間

がいるから安心です。

•居宅介護支援
•訪問サービス
　（介護・看護・リハビリ）
•通所サービス
　（デイサービス・デイケア）
•福祉用具、住宅改修

私たちらしい地域包括ケアを目指し
て、医療機関・介護施設・地域との
つながりを大切にします。
在宅医療・リハビリ・漢方などの
多様性を活かした医療で“安心して
暮らせる地域社会”を目指しています。

●訪問診療
●いざという時に入院できる病棟
●くらしの相談（無料低額診療事業など）
●働く人のサポート（病児保育）

くらしを支える

連携した
医療・介護・福祉

実
感
！！

組
合
員
を

「親切で優しくて良くみてもらえる病院、それは
自分たちでつくるしかない」との強い思いをもっ
て、1962年（昭和37年）に、“私たちの診療所”
である第一診療所が常光寺に設立されました。
現在は、尼崎市東部エリアを中心に5つの拠
点で地域包括ケアを広めています。

阪神医療生協には、大勢の人々のつながりを
大切にして健康とくらしを守りつづけてきた歴史
があります。
関係性が希薄化した現代社会だからこそ、より

いっそうつながりを大切にして“安心して暮らせ
る地域社会”をつくっていきたいと思っています。 ●健康診断

●健康チェック
●健康サークル
●健康講座

くらしを支える

健康づくり
●ふれあい・支えあいグループ
　•地域グループ
　•サークル
　•ボランティアグループ
　　（食事会など）
●子育て支援

くらしを支える

居場所づくり
仲間づくり
役割づくり

●ニュースの手配り
●組合員訪問
●見守り、声かけ

くらしを支える

助け合い活動

●事業利用委員会
●事業所ボランティア

くらしを支える

事業所づくり

●いのち・平和の学習
●ふれあい・支えあい
　メニュー
●通信教育、研修など

くらしを支える

学び

●阪神共同福祉会
　•園田苑
　•保育園
●NPO法人 愛逢

組合員がつくった
くらしの支え

12 〒660-0811　尼崎市常光寺1-27-21
　● 第一診療所 06-6481-5504
　● 第一診療所デイケア 06-6481-5534
　● 在宅介護支援センターさわやか居宅介護支援事業所 06-6483-3080
　● 阪神第一訪問介護センターさわやか 06-6483-6080
　● 常光寺支部 06-6401-0151

13 〒660-0814　尼崎市杭瀬本町2-23-1
　● 杭瀬ふれあいセンター 06-6483-6030

常光寺グループ

❼ 〒661-0966　尼崎市西川2-34-5
　● わかくさ診療所 06-6494-8302
　● わかくさ　あんま・マッサージ治療院 06-6494-8348
　● わかくさ通所リハビリセンター 06-6494-8335
　● わかくさ支部 06-6494-8314
　● ふれ愛ひろば

わかくさグループ

❸ 〒661-0972　尼崎市小中島2-8-8
　 06-6494-8394

本 部

❻ 〒661-0972　尼崎市小中島3-13-16
 06-6491-8822

地域活動サポートセンター

❽ 〒660-0803　尼崎市長洲本通1-16-17
　● 阪神医生協診療所 06-6488-8648
　● 阪神中国医学研究所附属鍼灸治療院 06-6488-8149
　● やすらぎ訪問看護ステーション 06-6481-5541
　● やすらぎ訪問看護居宅介護支援事業所 06-6488-9060
　● 訪問リハビリテーション 06-6481-5545
　● 長洲支部・労災職業病相談 06-6488-3855
　● 虹のふれあいセンター

❾ 〒660-0803　尼崎市長洲本通2-2-1
　● デイサービスセンターにじの家 06-6483-5155

10 〒660-0803　尼崎市長洲本通1-13-15
　● 阪神漢方研究所附属クリニック 06-6487-2506

11 〒661-0967　尼崎市浜2-22-8-101
　● ふれあい住まいる館「和喜会逢」 06-6498-6300

長洲グループ

❶ 〒661-0982　尼崎市食満7-7-11
　● 第三診療所 06-6492-0122
　● ケアサポート 第三 06-6492-2627
　● 訪問看護ステーションふれあい 06-6492-2262

❷ 〒661-0982　尼崎市食満7-3-55
　● デイサービスセンターゆうゆう 06-6492-2235
　● ヘルパーステーションほほえみ 06-6492-2623
　● 園田支部 06-6492-0250

園田グループ

❸ 〒661-0972　尼崎市小中島2-8-8
　● 小中島診療所 06-6491-5138
　● 病児保育室キッズケアハウス 06-6491-7711
　● 居宅介護支援事業所 06-6491-9696
　● 訪問リハビリテーション 06-6491-8778
　● 小中島支部 06-6494-2161

❹ 〒661-0953　尼崎市東園田町4-96-1
　● デイサービスゆんたく 06-6491-8030
　● 高齢者賃貸住宅ゆんたく
　● 福祉用具貸与販売事業所ゆんたく 06-6491-8091

❺ 〒661-0972　尼崎市小中島1-5-10
　● 虹のふれあいセンター 06-6497-2786

❻ 〒661-0972　尼崎市小中島3-13-16
　● きらめきセンター

小中島グループ
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組合員活動を共に支える地域活動サポートセンター員がいます。
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★ 阪神共同福祉会
★ NPO法人愛逢



尼崎
JR

園田
阪急塚

口
J
R

入って良かった、関わって楽しい、つながり合って
安心…それが“阪神医療生協”です。

くらしを支える阪神医療生協のネットワーク
医療・介護・福祉のご相談は、各診療所・事業所へお気軽に

くらしを支える 7 つの取り組み　～健康と安心を一緒につくりましょう～

一人ひとりのくらしが、楽しく豊かになるよう最期
までお手伝いさせていただきます。
困った時も、医療・介護の連携と組合員の仲間

がいるから安心です。

•居宅介護支援
•訪問サービス
　（介護・看護・リハビリ）
•通所サービス
　（デイサービス・デイケア）
•福祉用具、住宅改修

私たちらしい地域包括ケアを目指し
て、医療機関・介護施設・地域との
つながりを大切にします。
在宅医療・リハビリ・漢方などの

多様性を活かした医療で“安心して
暮らせる地域社会”を目指しています。

●訪問診療
●いざという時に入院できる病棟
●くらしの相談（無料低額診療事業など）
●働く人のサポート（病児保育）

くらしを支える

連携した
医療・介護・福祉

実
感
！！

組
合
員
を

「親切で優しくて良くみてもらえる病院、それは
自分たちでつくるしかない」との強い思いをもっ
て、1962年（昭和37年）に、“私たちの診療所”
である第一診療所が常光寺に設立されました。
現在は、尼崎市東部エリアを中心に5つの拠

点で地域包括ケアを広めています。

阪神医療生協には、大勢の人々のつながりを
大切にして健康とくらしを守りつづけてきた歴史
があります。
関係性が希薄化した現代社会だからこそ、より
いっそうつながりを大切にして“安心して暮らせ
る地域社会”をつくっていきたいと思っています。 ●健康診断

●健康チェック
●健康サークル
●健康講座

くらしを支える

健康づくり
●ふれあい・支えあいグループ
　•地域グループ
　•サークル
　•ボランティアグループ
　　（食事会など）
●子育て支援

くらしを支える

居場所づくり
仲間づくり
役割づくり

●ニュースの手配り
●組合員訪問
●見守り、声かけ

くらしを支える

助け合い活動

●事業利用委員会
●事業所ボランティア

くらしを支える

事業所づくり

●いのち・平和の学習
●ふれあい・支えあい
　メニュー
●通信教育、研修など

くらしを支える

学び

●阪神共同福祉会
　•園田苑
　•保育園
●NPO法人 愛逢

組合員がつくった
くらしの支え

12 〒660-0811　尼崎市常光寺1-27-21
　● 第一診療所 06-6481-5504
　● 第一診療所デイケア 06-6481-5534
　● 在宅介護支援センターさわやか居宅介護支援事業所 06-6483-3080
　● 阪神第一訪問介護センターさわやか 06-6483-6080
　● 常光寺支部 06-6401-0151

13 〒660-0814　尼崎市杭瀬本町2-23-1
　● 杭瀬ふれあいセンター 06-6483-6030

常光寺グループ

❼ 〒661-0966　尼崎市西川2-34-5
　● わかくさ診療所 06-6494-8302
　● わかくさ　あんま・マッサージ治療院 06-6494-8348
　● わかくさ通所リハビリセンター 06-6494-8335
　● わかくさ支部 06-6494-8314
　● ふれ愛ひろば

わかくさグループ

❸ 〒661-0972　尼崎市小中島2-8-8
　 06-6494-8394

本 部

❻ 〒661-0972　尼崎市小中島3-13-16
 06-6491-8822

地域活動サポートセンター

❽ 〒660-0803　尼崎市長洲本通1-16-17
　● 阪神医生協診療所 06-6488-8648
　● 阪神中国医学研究所附属鍼灸治療院 06-6488-8149
　● やすらぎ訪問看護ステーション 06-6481-5541
　● やすらぎ訪問看護居宅介護支援事業所 06-6488-9060
　● 訪問リハビリテーション 06-6481-5545
　● 長洲支部・労災職業病相談 06-6488-3855
　● 虹のふれあいセンター

❾ 〒660-0803　尼崎市長洲本通2-2-1
　● デイサービスセンターにじの家 06-6483-5155

10 〒660-0803　尼崎市長洲本通1-13-15
　● 阪神漢方研究所附属クリニック 06-6487-2506

11 〒661-0967　尼崎市浜2-22-8-101
　● ふれあい住まいる館「和喜会逢」 06-6498-6300

長洲グループ

❶ 〒661-0982　尼崎市食満7-7-11
　● 第三診療所 06-6492-0122
　● ケアサポート 第三 06-6492-2627
　● 訪問看護ステーションふれあい 06-6492-2262

❷ 〒661-0982　尼崎市食満7-3-55
　● デイサービスセンターゆうゆう 06-6492-2235
　● ヘルパーステーションほほえみ 06-6492-2623
　● 園田支部 06-6492-0250

園田グループ

❸ 〒661-0972　尼崎市小中島2-8-8
　● 小中島診療所 06-6491-5138
　● 病児保育室キッズケアハウス 06-6491-7711
　● 居宅介護支援事業所 06-6491-9696
　● 訪問リハビリテーション 06-6491-8778
　● 小中島支部 06-6494-2161

❹ 〒661-0953　尼崎市東園田町4-96-1
　● デイサービスゆんたく 06-6491-8030
　● 高齢者賃貸住宅ゆんたく
　● 福祉用具貸与販売事業所ゆんたく 06-6491-8091

❺ 〒661-0972　尼崎市小中島1-5-10
　● 虹のふれあいセンター 06-6497-2786

❻ 〒661-0972　尼崎市小中島3-13-16
　● きらめきセンター

小中島グループ
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組合員活動を共に支える地域活動サポートセンター員がいます。
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★ 阪神共同福祉会
★ NPO法人愛逢
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入って良かった、関わって楽しい、つながり合って
安心…それが“阪神医療生協”です。

くらしを支える阪神医療生協のネットワーク
医療・介護・福祉のご相談は、各診療所・事業所へお気軽に

くらしを支える 7 つの取り組み　～健康と安心を一緒につくりましょう～

一人ひとりのくらしが、楽しく豊かになるよう最期
までお手伝いさせていただきます。
困った時も、医療・介護の連携と組合員の仲間

がいるから安心です。

•居宅介護支援
•訪問サービス
　（介護・看護・リハビリ）
•通所サービス
　（デイサービス・デイケア）
•福祉用具、住宅改修

私たちらしい地域包括ケアを目指し
て、医療機関・介護施設・地域との
つながりを大切にします。
在宅医療・リハビリ・漢方などの
多様性を活かした医療で“安心して
暮らせる地域社会”を目指しています。

●訪問診療
●いざという時に入院できる病棟
●くらしの相談（無料低額診療事業など）
●働く人のサポート（病児保育）

くらしを支える

連携した
医療・介護・福祉

実
感
！！

組
合
員
を

「親切で優しくて良くみてもらえる病院、それは
自分たちでつくるしかない」との強い思いをもっ
て、1962年（昭和37年）に、“私たちの診療所”
である第一診療所が常光寺に設立されました。
現在は、尼崎市東部エリアを中心に5つの拠
点で地域包括ケアを広めています。

阪神医療生協には、大勢の人々のつながりを
大切にして健康とくらしを守りつづけてきた歴史
があります。
関係性が希薄化した現代社会だからこそ、より
いっそうつながりを大切にして“安心して暮らせ
る地域社会”をつくっていきたいと思っています。 ●健康診断

●健康チェック
●健康サークル
●健康講座

くらしを支える

健康づくり
●ふれあい・支えあいグループ
　•地域グループ
　•サークル
　•ボランティアグループ
　　（食事会など）
●子育て支援

くらしを支える

居場所づくり
仲間づくり
役割づくり

●ニュースの手配り
●組合員訪問
●見守り、声かけ

くらしを支える

助け合い活動

●事業利用委員会
●事業所ボランティア

くらしを支える

事業所づくり

●いのち・平和の学習
●ふれあい・支えあい
　メニュー
●通信教育、研修など

くらしを支える

学び

●阪神共同福祉会
　•園田苑
　•保育園
●NPO法人 愛逢

組合員がつくった
くらしの支え

12 〒660-0811　尼崎市常光寺1-27-21
　● 第一診療所 06-6481-5504
　● 第一診療所デイケア 06-6481-5534
　● 在宅介護支援センターさわやか居宅介護支援事業所 06-6483-3080
　● 阪神第一訪問介護センターさわやか 06-6483-6080
　● 常光寺支部 06-6401-0151

13 〒660-0814　尼崎市杭瀬本町2-23-1
　● 杭瀬ふれあいセンター 06-6483-6030

常光寺グループ

❼ 〒661-0966　尼崎市西川2-34-5
　● わかくさ診療所 06-6494-8302
　● わかくさ　あんま・マッサージ治療院 06-6494-8348
　● わかくさ通所リハビリセンター 06-6494-8335
　● わかくさ支部 06-6494-8314
　● ふれ愛ひろば

わかくさグループ

❸ 〒661-0972　尼崎市小中島2-8-8
　 06-6494-8394

本 部

❻ 〒661-0972　尼崎市小中島3-13-16
 06-6491-8822

地域活動サポートセンター

❽ 〒660-0803　尼崎市長洲本通1-16-17
　● 阪神医生協診療所 06-6488-8648
　● 阪神中国医学研究所附属鍼灸治療院 06-6488-8149
　● やすらぎ訪問看護ステーション 06-6481-5541
　● やすらぎ訪問看護居宅介護支援事業所 06-6488-9060
　● 訪問リハビリテーション 06-6481-5545
　● 長洲支部・労災職業病相談 06-6488-3855
　● 虹のふれあいセンター

❾ 〒660-0803　尼崎市長洲本通2-2-1
　● デイサービスセンターにじの家 06-6483-5155

10 〒660-0803　尼崎市長洲本通1-13-15
　● 阪神漢方研究所附属クリニック 06-6487-2506

11 〒661-0967　尼崎市浜2-22-8-101
　● ふれあい住まいる館「和喜会逢」 06-6498-6300

長洲グループ

❶ 〒661-0982　尼崎市食満7-7-11
　● 第三診療所 06-6492-0122
　● ケアサポート 第三 06-6492-2627
　● 訪問看護ステーションふれあい 06-6492-2262

❷ 〒661-0982　尼崎市食満7-3-55
　● デイサービスセンターゆうゆう 06-6492-2235
　● ヘルパーステーションほほえみ 06-6492-2623
　● 園田支部 06-6492-0250

園田グループ

❸ 〒661-0972　尼崎市小中島2-8-8
　● 小中島診療所 06-6491-5138
　● 病児保育室キッズケアハウス 06-6491-7711
　● 居宅介護支援事業所 06-6491-9696
　● 訪問リハビリテーション 06-6491-8778
　● 小中島支部 06-6494-2161

❹ 〒661-0953　尼崎市東園田町4-96-1
　● デイサービスゆんたく 06-6491-8030
　● 高齢者賃貸住宅ゆんたく
　● 福祉用具貸与販売事業所ゆんたく 06-6491-8091

❺ 〒661-0972　尼崎市小中島1-5-10
　● 虹のふれあいセンター 06-6497-2786

❻ 〒661-0972　尼崎市小中島3-13-16
　● きらめきセンター

小中島グループ
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医療生活協同組合ってなぁ～に？

具体的には？

阪神医療生活協同組合に加入すると

阪神医療生活協同組合
http://www.hansiniseikyo.or.jp/

つながる　ささえる　ひびきあう

本部連絡先

地域活動サポートセンター

阪神医療生活協同組合の理念

①組合員が、「医療」「介護」「福祉」「健康づくり」の専門家との協同によって、
いのちやくらしについての問題を解決していく自主的な組織です。
②組合員（出資をする人）は利用者でもあり、同時に運営者でもあります
③出資金は事業運営の資金となります。　※脱会時に全額返金いたします

あなたも生協の組合員になりませんか？

組合員の声

①保健・医療・介護・福祉に関する阪神医療生協の事業の運営に参加
することができます。（組合員価格で利用できるサービスもあります）
②健康講座、趣味の集まり、地域の居場所などに参加することができます。
③組合員同士や職員との協同の取り組みによる、健康づくりやまちづくりに
参加することができます。

出資申込書をご記入いただきます。
各事業所で受付をしており、出資
時に受領書を発行いたします。

医療生活協同組合の主人公は組合員
です。
阪神医療生活協同組合は、保健・医
療・介護・福祉の事業と運動をとお
して、人と人との支えあいを大切にし、
組合員が生きがいをもち、安心して
暮らせる地域社会をめざします。

加入・増資のご案内
出資金は

1口500円からです
（できれば6口以上でのご加入をお願いします）

本部事務所で組合員カードを
発行し、確認書等と一緒に郵送
又は手渡しでお渡しいたします。

組合員カードを
お渡しします

増資申込書にご記入いただき、
年度末に出資残高をお渡しいたし
ます。

出資金を増やす
「増資」の手続き

私たちは、地域での
様々な支えあい活動で、
暮らしの安心をつくって
きました。笑顔と生きが
いを広げながら、阪神
医療生協は、これから
もみんなの拠り所であ
り続けます。

保健
（健康づくり）

私たちは、健康チェックで自分を知り、楽しみな
がら地域に健康づくりを広めます。
また、病気とつき合いながら心豊かな生活が送れ

るように支えあっていきます。自分らしいくらしを私た
ちと一緒につくりましょう。

組合員活動
ボランティア

医療

くらしを支える
阪神医療生協のネットワーク

介護・福祉

〒661-0972 兵庫県尼崎市小中島2－8－8
TEL：06-6494-8394　FAX：06-6494-8395
メールアドレス：info@hansiniseikyo.or.jp〒661-0972 兵庫県尼崎市小中島３－１３－１６　TEL：06-6491-8822　FAX：06-6494-8395

ホームページ：http://www.hansiniseikyo.or.jp/

※地域での仲間づくり、つながりづくりを広げましょう

園田支部 支部長

山下 道子さん

組合員活動
ボランティア

保健（健康づくり）

阪神医療生協と出会ったのは昭和
55年。お食事会や絵本の読み聞
かせなど支部活動を通じて色 な々出
会いがありました。
今は、診療所やデイサービスのお
世話になりながら自宅で母親の介
護をしています。一緒に関わってき
た医療生協の仲間がいるから安心
です。
あなたも仲間になりませんか。
きっと楽しいですよ。


