2020年11 月
要
事前予約日必
に

無料法律相談会のお知らせ

おおみや・かもがわ ネットワークニュース

無料健康相談
無料低額診療事業
なんでも相談

前週の木曜
ります
予約を締め切

11月の無料相談会
日 時：11 月 24 日
（火）14：00 〜 16：00
場 所：おおみや診療所 外来
担当弁護士：近藤 里沙 弁護士（埼玉中央法律事務所）
※お一人30分程度の予約。同一案件のご相談は初回のみとし、
以後は埼玉中央法律事務所へ直接、ご相談頂きますようお願
い致します。
☆☆どんなことでも構いません、お気軽にご相談下さい☆☆

看護師による無料健康相談はいつでも受け付け
ております。「身体がつらいけどお金がなくて病
院にいけない」そんな方がそばにいたら、ご紹
介ください。おおみや診療所では無料低額診療
相談もお受けします。他にも健康診断の結果や
健康管理に関する相談、介護に関する相談もど
うぞ。ケアマネジャーや介護士も対応します。

担当：おおみや診療所 医事課 秦

担当：おおみや診療所 看護長 菅原
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おおみや診療所
診療体制案内
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*医師体制の都合により
休診の場合もありますので
ご確認下さい。
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【 休診情報 】
●11/5（木）
香川医師 休診
●11/18（水）
大澤医師 休診
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禁煙外来

談
今月の栄養相

す
完全予約制でださ
い。

杉江

ご相談く

まずは、お電話で

★マークは女性の医師です
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おおみや診療所を当日受診される患者様へ
当日に予約外で受診を希望される方は、事前に診療所へお電
話頂けますようお願い致します。お電話にて当日のご来院時
間の目安をお伝え致します。患者さまの待ち時間短縮のため、
（電話：048-624-0238）
ご理解・ご協力をお願い致します。

おおみや診療所・おおみやケアセンター 交通アクセス
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至大宮駅方面

①お体が不自由な方、
ご高齢で一人で通院が困難な方。
②送迎範囲は、
おおむね４キロ、
２０分の範囲です。
③お迎え時間 午前１０時１５分〜１１時１５分
※詳しくは職員にお尋ねください。

ケアセンター かもがわ 交通アクセス
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おおみやケアセンター

ケアセンターかもがわ

〒331-0047 さいたま市西区指扇1070

〒362-0076 上尾市弁財1ー6ー1 第2ふじみハイツ1F
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℡ 048-778-5030 048-778-5035
http://www.mcp-saitama-kaigo.jp

生協強化月間後半期です！〜11月30日
今年の生協強化月間は新型コロナウイルス感染症の感染拡大という困難な状況の中で行わ
れています。医療・介護事業への打撃は大きく、事業継続と働く職員の雇用を守るためにも仲
間増やし・増資運動は重要なとりくみとなっています。心よりご協力お願いいたします。
集いを開くこともままならない状況ではありますが、創意工夫しながら、つながることを大
事に声を掛け合っていきたいものです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

外来受診のご案内

さいたま
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おおみや診療所

セブン
イレブン

ガスト
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●おおみや診療所・おおみやケアセンター 交通アクセス
JR大宮駅西口4番バス停より「西遊馬」行き、もしくは
「川越グリーンパーク」行きに乗車し約 20 分、
「新屋敷」
バス停下車徒歩3分。

●ケアセンターかもがわ 交通アクセス
JR上尾駅西口より「西上尾第一団地」行きもしくは
「西上尾車庫」行きに乗車し約10分、
「柏座下」バス停
下車徒歩2分

「ただいま」「おかえり」を表す
シトラスリボンプロジェクト
コロナ禍で生まれた差別、偏見を耳にした愛
媛の有志がたちあげたプロジェクトです。「地
域」「家庭」「職場・学校」を表す3つの輪をリ
ボンや組みひもでつくります(総角結び・飾り
結び)。感染者が「出た」「出ない」ということ
自体よりも、感染が確認された“その後”に的
確な対応ができるかどうかが大切です。「ただ
いま」「おかえり」を言い合えるまちづくり、感
染者への差別や偏見をひろげない、そんな思い
を込めて。世界中がまだまだコロナ禍の中です
が、みんなが心から
暮らしやす いまち
と社 会をめざした
いです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

No.39

「おわび」

インフルエンザワクチン予防接種
公費助成接種期間は2020年10月1日
〜2021年1月31日ですが、今年度は予
防接種をすすめる報道もあり、接種希
望者が多くなっています。おおみや診療
所で入荷を予定しているワクチンの数に
予約数が達しており、追加入荷を待っ
ている状態です。予約ができなかった
皆様にはお詫び申し上げます。

グリーンボランテイア募集!!

11/12( 木 )

9：00〜11：00
（毎月第２木曜日）

診療所周辺の花壇などの水やり、
お手入れを行っています。
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【フードパントリー】
（食品・食材の無料配布会）
日 時：11/21(土)（毎月第3土曜日）
12：00〜13：30
場 所：おおみや診療所 2階
参加費：無料
フードパントリーとは、必要な方に食
料を無料でお配りするための地域拠点
です。連絡可能な方は前日までにお電
話ください。当日医療や介護の相談も
お受けしています。
★買い出しや当日袋詰め作業、受付補助を行う
ボランティアさんも募集しています
★ご家庭で余っている食材の寄付やカンパもよ
ろしくお願い致します。
担当 : おおみや診療所 原田

≪いただいたご意見≫
署名の机上に筆記用具がありません。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
≪ご意見に対する回答≫
気がつかず申し訳ありませんでした。清掃の際
に移動したままになっていました。すぐに設置
させていただきました。
引き続き、ご意見・ご要望等ありましたらご記入下さい。

健診ボランテイア募集!!
23日は
10：00〜12：00
11/9( 月 )（毎月第２・第４月曜日
※祝日休） お休み

楽しくお話ししながら作業しています。検査容器準備や
健診書類へのハンコ押しなどを行っています。
お問い合わせ：おおみや診療所 担当 : 看護長 菅原

組合員コーナー
さいたま
Aブロック地区 フレイル・
コロナに負けない健康ウォーク
●１１月２２日(日) ９：15集合 9：30〜11
9：30
：30（当日７時に雨が降っていれば延期）
健康まつりが中止となりましたので、事業所利用委員会で健康ウォーキン
グを企画しました。みなさんで誘いあわせのうえ、ご参加ください。万歩計を
お持ちの方は持ってきてください。ゴール地点で皆さんの歩数を集計します！
場

所：支部ごとにコースを設定しています。

大宮西 ●集合：おおみや診療所 ●コース：診療所⇒三橋総合公園⇒診療所

でも
どなた ます！
き
で
加
参

大宮南 ●集合：おおみや診療所 ●コース：診療所⇒青葉園⇒三橋総合公園（余力のある人診療所）
大宮中央 ●集合：さいたま新都心駅 改札口 ●コース：新都心駅⇒氷川参道⇒氷川神社⇒大宮公園⇒大宮公園駅
宮

原 ●集合：花の丘公園内 花の食品館前 ●コース：花の丘公園内めぐり

浦和西 ●集合：桜区役所 ●コース：桜区役所⇒大久保大ケヤキ⇒千貫樋水郷公園⇒荒川土手⇒桜区役所
五

泉 ●集合：西浦和駅 改札口 ●コース：西浦和駅⇒薬王院⇒・・・鴻沼資料館・・⇒中浦和駅

土

合 ●集合：土合支部事務所 ●コース：土合支部事務所⇒環境センター⇒桜区役所⇒土合支部事務所

〈県央地区〉
伊

奈 伊奈町役場集合〜無線山

上尾東 上平公園集合

★参加申し込みはお近くの運営委員
または診療所までお願いします。

コロナに負けない！ヘルスチャレンジキッズチャレンジ2020
幅ひろい世代の健康づくり。大人たちは自分の健康習慣
をみつめ、
できることから少しずつ健康づくり。子どもたち
は、健康的な生活習慣を身につけるために、ヘルスチャレン
ジをしてみませんか！取り組み期間2021年3月末までの間
で「30日間」継続してみましょう。チャレンジの内容は自分
で決めますが、パンフレットが診療所にありますのでお声
掛けください。

K!
誰でも参加O
!!
参加費無料

2020年11月

おおみやケアセンター通信
〜おおみやケアセンター 安全委員会の活動についてご紹介します〜
安全委員会では定期的に会議を開いています。今回は、
“交通事故ゼロ”をめざした活動をお
知らせします。私たち職員は、利用者様宅への訪問に自転車や車で移動しています。委員会では
訪問先へ向かう道路の危険個所をリストアップし、全職員への周知、
「運転力向上7つの習慣」
のチェックや「ドライバーのための安全運転診断」を実施しました。おかげさまで、現在当事業
所は“交通事故ゼロ”継続中です！これからも安全運転を意識し、みなさまに喜んでいただける
介護・医療サービス提供を続けていきます。

運転力向上
７つの習慣

１
２
３
４
５
６
７

両肩をシートに付けてミラー調整
速度変化が小さい「定」速運転
停止時は必ずサイドブレーキを引く
非優先道路からの信号のない交差点への進入は二段階停止で
優先道路から信号のない交差点への進入・通過時はアクセルから足を離す
駐車場でのバック時は、バックギアの前に周囲を指差し確認
右折時は大きく、ゆっくり回るように進む

報告者：池田 貞子

ケアセンターかもがわ通信
〈上尾西支部・上尾東支部〉
第８回「健康福祉カフェ」

９月１０日上尾市文化センターにて「第8回健康福祉カフェ」を行いました。コロナウイルス感染
拡大予防のため、
９０名定員の広い集会室の長テーブルに1人ずつで座り、密にならないように配
慮し30人参加しました。看護師によるコロナウイルスの学習のあと、質疑応答では、液体せっけん
が入手しにくい時は固形せっけんで手を洗ってもいいのか（数十秒泡立てて洗い流せば大丈夫）
などテレビの報道で感じた疑問点に応えてもらったりして、みなさん熱心に傾聴されていました。
理学療法士による家の中でもできる体操もおこないました。足踏みや前方ステップ、足踏みか
かと踏み、スクワット、ボックスステップ等を各自広いスペースで行い、最後の一分間エアー縄跳
びでは、皆、息もあがり、汗もかくほど運動した後、自然に皆さんから拍手が。久々に顔を合わせ
て会うことができ、皆さんうれしい顔(^^)/でした。次回の「健康健康カフェ」は2月頃に開催の予
ケアマネージャー ： 畑 野 真 希
定です。

通所リハビリテーション通信

直通電話

048-625-1508

〜外出訓練を行いました〜
お一人で外出できない方に、季節を感じて頂くため外出
訓練を行いました。テレビや雑誌などで花の名前や色に
ついてお話することはできますが、実際に花を見ることで
さらに香りを感じることができます。そして記憶として残
り、そのことをご家族や友人に説明することでいろいろな
効果が期待できると考えています。一度に大勢の方をお連
れする事はできませんが引き続き継続していきたいと思っ
ています。
理学療法士： 遠 藤

