お花ボランティア“彩（いろどり）”

発行：阪神医療生活協同組合
小中島支部編集委員会

以前より小中島診療所の花壇のお手入れを行っているお花ボランティアグループの名前
が決まりました。診療所を彩るお花ボランティアにと想いを込めて「彩(いろどり)」と
名付けました。活動においてお花の苗や肥料などの
費用はお花募金より賄われています。
この場を借りてお花募金にご協力して下さった
多くの皆さんに心より御礼申し上げます。
これからもお花のパワーで皆さんに笑顔や癒しを
お届けできるよう活動していきたいと思います。
（黒木）

ボランティアさんが不足しています。最も不足しているのはニュースの手配りが出来る方で
す。２ヵ月に１度、お近くの組合員さんに配布をお願いしたいのです。可能な方は地域活動サポ
ートセンターまでご連絡ください。特に不足しているのは東園田２～５丁目、７丁目、８丁目と若
王寺１丁目、３丁目地区です。１０部でも結構です。よろしくお願いします。またこのきらめきニ
ュースの編集や小中島診療所のホームページ作成に興味のある方も地域活動サポートセンターに
ご連絡ください。そのほか“院内ボランティアなごみ”、
“ふれあい食事会”、
“いこいの場フレンド
リー”、それと上のお花ボランティア“彩”でも日常募集していますので、よろしくお願いします。

ふれあい食事会利用者募集
日時：第 1、第２、第３週の 火、木の 11:30～
場所：虹のふれあいセンター
参加費：300 円

今年も皆様の作品を募集しますの
で、準備をおねがいします。
詳しくは次号でご案内します。

ＴＥＬ 06-6494-2161

第 50 回通常総代会

近年、組合員の声からできたものは以下です。（2018 年活動報告より）
・様々な事業所ボランティア活動 ・支えあいの会“やまびこ”
・個別送迎「かけはし」 ・健康づくりパスポート ・在宅総合サポートセンター
組合員の声から今後実現させるものは以下です。（2019 年度活動方針より）
・わかくさ支部エリアを候補に、住まい・居場所づくりを進める
・組合員の意見でつくられた「むげんの樹」をもっと育てる
－組合員が相談できる人・場所づくり
－支えあい活動を継続・強化
－健康づくり事業・活動の強化
・医生協診療所の建替え検討開始
“協同”を私たちの手段・強みとして 24 時間 365 日の安心地域を一緒に作っていきましょう。
（蓮見専務理事作成の医生協ニュース vol.210 を部分引用、一部冨松追記）

注：8 月はお休みです

事前に利用手続きが必要ですので、ご希望の
方は下記へお電話ください。
06－6493-1424（ＮＰＯ愛逢）

フレンドリー映画会 今後の予定
昨年の
様子⇒

ＦＡＸ 06-6494-3087

2019 年 6 月 30 日小田南生涯学習プラザで開催されました。123 名の総代が出席しました。
今年の総代会ではまず 2016 年総代会以後取り組んできた組合員との対話を重ね、組合員の夢を
実現させる「むげんの取組み」を振り返り、実現できたことを確認しました。また 2018 年の臨時
総代会時に確認された”24 時間 365 日安心づくり中長期計画”を具体化させるために行った「安
心まちづくり集会」での対話内容をまとめた冊子「むげんの樹」が紹介され、その中から 2019 年
度の方針が定められたように、今後は「むげんの樹」を安心の道しるべと位置付け、協同の力で実
現させていくことが確認されました。

ボランティアさん大募集

11 月 1 日（金）、2 日土）
文化祭開催！

尼崎市小中島２－８－８

８月 お休み
９月 東京家族 主演：原節子、笠智衆
１０月 グレンミラー物語
主演：ジェームス・スチュアート
１１月 憧れのハワイ航路
主演：岡晴夫、美空ひばり
１２月 禁じられた遊び

２４時間３６５日の安心づくり

３年１億円増資運動
みんなで満開の花を咲かせよう！

“みんなの居場所～ふらっと～”

きらめきワクワクチャレンジひろば開催中！
今年もきらめきワクワクチャレンジひろばが始まりました。
この暑さに負けない子供たちのパワーとワクワクきらきら輝く笑顔にたくさん出会えますように！
地域の皆様にもご協力いただけますよう、今年もよろしくお願いいたします。

みなさん、“みんなの居場所～ふらっと～”へ“ふらっと”お寄りください。結成して今月
で丸１年です。これまで若王寺地区にはなぜか誰もが集える居場所がありませんでした。そ
れで昨年８月にひと咲きタワー（旧聖トマス大学）８階の「みんなの広場」に“みんなの居
場所～ふらっと～”を開きました。毎月開催しています。平均２０名くらいの方の参加を得て、
いろんなことをしています。お茶を飲みながら近況を報告し、脳トレで遊び、出前講座を受
講し、地域包括支援センターや阪神医生協の説明も聞き、参考になる情報をいろいろ得るこ
とができています。８７歳の女性のマジックを観賞することもあります。生と死の勉強も
あります。月に一度ですが、あなたもこのような楽しいひと時を「ふらっと」で過ごされ
ませんか？ “ふらっと”いう名前は“みな同じ”という意味と“ふらっと寄ってもらえる”
という意味で付けました。若王寺地区以外の方も参加ＯＫです。
男性の方の参加もお待ちしています。

お探しの本があじさいですぐに見つかるかも？
あなたのお探しの本がきらめきセンターの“図書サロンあじさい”にあるかもしれません。
探し方は次の通りです。まずスマホやパソコン（※）などで「図書サロンあじさい」と呼び
掛けてください。画面のトップに下のように“活動紹介❘小中島診療所”が出ますので、
それをクリックしてください。小中島のふれあい・支えあいグループの活動紹介の画面に変
わります。下にスクロールしていくと図書サロンあじさいに行き着きます。その中の
図書リストまたは子ども図書をクリックしてください。リストが現れます。検索方法はスマ

お願い

風しんは恐ろしい感染症です。
対象の男性は必ず抗体検査を！

注意

ご自宅に最近、市から無料のクーポン券が届いてい
ませんか？昭和４７年４月２日～昭和５４年４月１
日生まれの男性が対象です。それ以前に生まれた人で
も昭和３７年４月２日以降であれば希望すれば無料
クーポン券をもらえます。対象の方は過去公的な予防
接種の機会がなく、他の世代に比べ抗体保有率が低い
のです。

該当の方は必ず検査を受けましょう。
あなたのために、ひとのために。
すべて無料です。診療所へどうぞ。

ホやパソコンのソフトで少し違います。画面の上部分の検索できる空白部分に作者名または
タイトルを入力してください。一部でもいいです。画面に該当する数が現れ、該当部分は
文字の色が変わっています。
（※）：パソコンのＯＳが古いとできない場合があります。
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