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診療所　　　春日部駅西口（交番付近）の
連絡便をおこなっています。

連絡便のご案内連絡便のご案内

春日部駅西口発着場所
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診療所発 春日部駅西口発
（交番付近）

時刻表

※土・日・祝日以外毎日運行しております。ご利用ください。

2022午前
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（所長）
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第2土曜日は
休診

輪番
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午後
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通所リハビリ 通所リハビリ

石　津

石　津

 胃カメラ
平　山

 往　診
平　山

◆相談外来…金曜日
◆栄養相談…水曜日午前
　　　　　　 第3土曜日

※いずれも休診日と重なった場合は、おこなわれません。

大久保

大久保

大久保

菊　池
（所長）

午後休診 午後休診

夜間休診 夜間休診夜間休診

～
～

～

通所リハビリ 通所リハビリ 通所リハビリ 通所リハビリ 通所リハビリ 通所リハビリ

2022年1月 診療のご案内2022年1月 診療のご案内

午前8：00～ お電話をお受けいたします。
048-752-6143
※お電話のおかけ間違いにご注意ください。

 胃カメラ
平　山

 胃カメラ
平　山
 胃カメラ
堀　江

堀　江

 健　診
浅　井
 健　診
浅　井

 往　診
平　山

ご来院の予約は
◆胃カメラ…水・金曜日
◆ＣＴ… 1月25日（火）
◆禁煙外来……金曜日

夜間休診

●日曜日・祝祭日・第2土曜日は休診となります。

月 火 水 木 金 土
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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。

古紙配合率70％再生紙を
使用しています。

診療所日誌診療所日誌

1月のスケジュール
11（火）
24（月）
25（火）

●事業所利用委員会
●社保委員長会議
●保健委員長会議

---- ４ ----
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事業所利用委員会担当　看護長　土生（はぶ）みき子

　　　　　　投書ありがとうございます。春日部市の集団

接種会場で、たまたま私たちのブースに注射においでに

なったのだと思います。コロナ禍誰もが不安で、接種会場

では私たちも緊張しておりました。診療所の患者様に会え

ると、私たちの方がほっとします。

　いつまで「コロナ禍」が続くのかわ

かりませんが、皆で励ましあって乗り

越えていきましょう。

に じ の は こ か ら！！
＜おたより＞

＜お返事＞

　（コロナ）ワクチン接種の時にかすかべ

生協診療所のスタッフの方にお世話になりま

した。少し緊張していましたが、安心して

接種することができました。

新しい年を迎え、皆様の健康を心より
お祈り申し上げます。 2022年 寅

かすかべ生協診療所　所長  菊池  敬　 職員一同

健康をつくる。平和をつくる。いのち輝く社会をつくる。
　長引くコロナ禍―診療所では日常の医療・介護・保健予防活動に加えて、新型コロナワクチン接種・発熱外来、フード

パントリーなど様々な取り組みを行ってきました。地域では、大きな声で思いっきり歌うことも、食べて・笑って・おしゃ

べりすることもできないけれど、つながりあって・気にかけあって工夫しながら組合員活動をすすめてきました。ボラン

ティア活動をお休みせざるを得ない時期もありましたが再開し交わす挨拶と笑顔にほっとして元気をもらった一年でした。

　“元気な人も病気の人も気軽に立ち寄れ、健康を守り、いのちと暮らしのよろず相談ができる診療所・明るいまちづくり

をすすめる、医療生協の拠点としての診療所”組合員・地域の皆様とともに育んできた診療所の役割をしっかり受け

止め、様々な人と手をつなぎ力を尽くすことに職員一同は決意を新たにしています。今年もどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

人が人として大切にされる社会をめざし保健・医療・介護の事業と運動をとおして様々な人たちと
手をつなぎあい平和とくらしを守り健康で笑顔あるまちをつくります

医療生協さいたまの基本理念

謹賀新年謹賀新年

薬局
放射線
管理

医局
看護

リハビリ
介護

1月4日（火）から診療開始します。1月4日（火）から診療開始します。

医事
MC
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医療生協ケアセンターひだまり 電話 048-760-2630
FAX 048-760-2631

お問い
合わせ先 医療生協ケアセンターひだまり 電話 048-760-2630

FAX 048-760-2631
お問い
合わせ先

通所リハビリ通信通所リハビリ通信 通所リハビリ直通電話
048-752-6130

ひだまり通信ひだまり通信 ひだまり通信ひだまり通信 

　あけましておめでとうございます。
　コロナウイルスに振り回された１年が明けました。感染者が爆発的に増えた時期から利用者様の生活と自分たちの

健康を守るため、ゴーグル、マスク、手袋をつけての訪問を行っています。

　コロナウイルスが流行してから新たに訪問を始めた利用者様のなかには常にマスクを着けていらっしゃるため、マス

クをとったお顔を見たことがない方もいます。一日でも早くマスクなしで皆様とお話ができるようになりますように。

これからも感染予防対策をしっかり取りながら皆様のお宅にお伺いします。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。 ケアセンターひだまり：中鉢  優

お願いお願い

受診の際は、布マスクではなく不織布マスクの
着用をお願いします。

　利用者様同士で声掛けをしながら、出来ないところを職員がお手伝いさせて頂き素敵な作品が

完成しました。

　通所リハビリでは、リハビリは勿論、利用者様に楽しんで頂けるように楽しく体を動かす体操、

ゲーム、手作業など様々な活動を行っています。１日利用の方から、短い時間で運動だけのご利用

も可能です。定期受診の際に、看護師や事務職員に一声お声かけ頂ければ見学のご案内をさせて頂いています。

　ご興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

　11月に埼玉協同病院から、かすかべ生協診療所の通所リハビリに異動してきま

した。作業療法士の村田ちひろです。

　小学生の頃からずっとバレーボールをしていたので力と体力には自信があります！デイケアでの勤務は

初めてなので分からないことばかりですが、精一杯頑張りますので宜しくお願いします。

受診・診療所利用の際は、ご自宅で検温をお願いします。
また、体調が悪い場合や発熱等の風邪症状がある場合は、
事前にご連絡下さい。

 

　布・ウレタンマスクより不織布マスクの方が吸い込み飛沫量･吐き出し飛沫量共に減少します。
安心して過ごせる明日を取り戻すために、できることを実践しましょう。

にご協力ください

かすかべ生協診療所：フードドライブチーム

クリスマスツリーを作りました

　「賞味期限まで食べきれそうにない」「たくさんもらって余っている」などご家庭で眠っている食品は

ないですか？ フードドライブとは、家庭で食べきれない食品を持ち寄り必要とされている方へ行政や

支援団体と協力して寄付する活動です。診療所では、患者様・組合員の皆様から提供して頂いた食品

を市の生活困窮課や社会福祉協議会などから連絡を受け困っている方へ直接お渡ししています。

　昨年は9/17（金）11/29（月）と2回フードパントリー（食料無料配布）を開催しました。

次回は、1月31日（月）14：00～15：30にフードバントリーを予定しています。場所は、かすかべ生協診療所1階待合室です。

　生活に困っている方はまだまだ多くいます。引き続き賞味期限が2ヶ月以上ある食品、未開封で常温保存ができるもの、 
おかずになるような缶詰類などのご協力をお願いします。

フ ー ド ド ラ イ ブフ ー ド ド ラ イ ブ

職員紹介職員紹介

　当日は日影が恋しいぐらいの晴天になりました。5,000歩の道のりをこの日
だけは、目線を下に煙草の吸殻や空き缶、ペットボトルを分別しながら拾い集め
ました。集めたごみは、市役所環境課に渡しました。

健 康トピックス おうちでできる簡単な体操おうちでできる簡単な体操
　今回は、おうちでできる簡単な準備運動と、筋力トレーニングをご紹介します。『継続は力なり』を合い言葉に、普段の
生活の中に組み込んでみてはいかがでしょうか。　運動の前に、是非準備運動も併せてセットで取り組んでみてください。

準備運動編

●両肩ほぐし
　【ポイント】肘で円を描く
　　ように大きく回す。
　【回数】10回×2セット。

運 動 編

●膝まわりの筋肉強化
　【ポイント】息こらえをせずに行う。
　　数を声に出しながら行う。
　【回数】左右10秒ずつを３セット。 ●ふくらはぎの筋肉強化

　【ポイント】必ず手摺り等に
　　つかまって行う。
　【回数】10回。

●腕・体のストレッチ
　【ポイント】息を
　　こらえずに行う。
　【回数】各種10秒ずつ。

●足のストレッチ
　【ポイント】息をこらえずに行う。
　　立って行うときは必ず何かに
　　つかまって行う。
　【回数】各種10秒ずつ。目線は下げない

息はこらえない

●ふとももの筋肉強化
　【ポイント】お辞儀をしながら、ゆっくり
　　行う。
　【回数】10回。

11月15日　白岡支部でクリーン
ウォーキングをしました。


