３つの願い
平和を守りましょう
１ 医療と福祉を充実させましょう 2 公害をなくしましょう ３ 核兵器をなくし、

地 域 に 根ざし人々の「 生きる 」を支 えるために…
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供し、利用者さんに夏を感

らも利用者さんが笑顔にな

夏 の風物詩

ハウスのむらでは八月の

じていただきました。イチ

れる時間を大切にしていき

地域生
活支援
ハウス
のむら

かき

恒例、かき氷をおやつに提
ゴや抹茶金時、それぞれお

社会福祉士 藤原 節子

院内には入らず、
電話で
ご相談ください!
☎06-6481-4207

たいと思います。

顔！食べてはあまりの冷た

さにびっくり！

楽しい時間を過

熱がなくても症状がひとつでもある方
（咳・鼻水・頭痛・喉の痛み・倦怠感・下痢・
嘔吐等）は、電話をお願いいたします。
また、ご本人以外の同居家族に発熱・
風邪症状がある場合も来院前に電話でお
問い合わせください。
ご迷惑、お手数をおかけしますが、ご
協力をお願いいたします。

ごすことが出来

ました。これか

「喉が痛い」、「鼻水やくしゃ みが出
る」など軽症でも、院内には入らず、ま
ず電話で相談ください。
当院では新型コロナウイルス感染予防
対策のため、症状のある方には、電話で
の診療をさせていただいております。

好みのシロップに皆さん笑

電話診療の
お知らせ

だより

月初めの診察時には、
保険証をご提示ください
映画・生死の選択

保険証は毎月確認が必要です。月初
めの診療日には、窓口でのご提示にご
協力をお願いします。
後期高齢者保険証をお持ちの方へ
後期高齢者保険証をお持ちの方は、
９月中に新しい保険証が届きますの
で、10月以降に受診される際にはご提
示をお願いします。

みさき漁

医療の負担軽減・免除の受給者証を
お持ちの方は、 一緒にご提示くださ
い。各受給者証のみでは受診できない
場合がございますので、必ず保険証と
あわせてご提示されますよう、お願い
します。

75

映画「ＰＬ

ＡＮ 」を観

ました♥この

物語の舞台

は、満七十五

歳から生死の

選択権を与え

る制度「ＰＬＡＮ 」が

国会で可決・施行された

日本で、この制度に人生

を左右される人々を「対

象者」
「施行する側」
「そ

の間に立つ人々」といっ

た様々な立場で描いてい

ます。主演は名優・倍賞

千恵子さんで、制度に翻

弄されながらも、前を向

いて生きようとする女

性「ミチ」を熱演してい

ます♥この映画の早川千

絵 監 督 は 語 っ て い ま す。

「自己責任論がはばを聞

かせている日本社会にお

いて、社会的に弱い立場

にいる人々への風当りが

強く、どんどん不寛容な

社会になっていると感じ

ていました。生きづらい

人々に対して、死の選択

肢を差し出すような社会

と、共に生きようと手を

差し伸べる社会と、どち

らに生きたいか。私は後

者を望んでいます」と♥

私も、全ての世代の人々

が「希望」を失わずに生

きていける社会であって

ほしい、と願いながら映

（Ｈ・Ｎ）

画を鑑賞しました。
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それまで問題なくできていた
生活動作などが、ケガや病気を
きっ かけにできなくなっ た時
に、何ができて何ができなくな
ったかを頭の中で考えながらメ
モ に 書 き 出 し ま し ょ う。「 ど の
程度の介護が必要なのか」を判
断する「要介護認定」を受ける
必要があります。
流れは、まず、かかりつけ医
（主治医）に連絡して、意見書
を書いてもらえるか確認してく
ださい。次に、市役所介護保険
ピンク色の介護保険証が届き

課、南部・北部保健センターの ましたら、ハウスのむらにある
窓口に行って申請します。一、 「ケアプランセンターのむら」

七十七年目の夏ヒロシマ

あにき

十三で 逝きし従兄の 青春は
訪れぬまま 卒寿となりぬ


健康情報

（兵庫県保険医協会）

―テレホンサービス―

月曜日／水泳と目の障害について

火曜日／マスク生活で唾液の力が低下

水曜日／
「コロナワクチン接種後の長引く

諸症状」
について

木曜日／メニ
 エール病についてご存じ
ですか？

金土日／アトピー性皮膚炎の新しい治療法

※ 日（月・祝）
は金土日のテーマを、 日（金・祝）
～
日（日）は木曜日のテーマを放送します。

０１２０ ９７９ ４５１

ＴＥＬ フリーダイヤル



⁉

大物町１丁目10―17
ＴＥＬ ０６―６４８７―０１６１

二週間ぐらいで、認定調査員が に三人のケアマネジャーがおり

求甫―

23

古いタオルを 
 ご提供ください

古いタオルなど綿100％の布を適当な大きさに
切ってご利用者の排泄のお世話に使用させていた
だきます。
お家にある綿の布をご提供いた
だけませんか？ご連絡いただけま
したら取りに伺います。

－

地域生活支援ハウスのむら

25 19

いします

－

9 月のテーマ

ご協力お願

訪問して聞き取り調査を受けま ますので、すぐに対応させてい

―西澤

おります。ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解・ご協力をお
願いいたします。

あの朝に
いってらっしゃい 見送りし
その妹も 米寿を迎う


似顔絵教室

す。認定調査と主治医意見書を た だ き ま す。「 要 介 護 認 定 」 の

お知らせ

元に、市の審査会で判断されて 申請代行もしております。何で
壽子

※新型コロナウイルスの影響に
より、その他の教室関係は当
面の間休止させていただいて

結果が郵便で自宅に届けられま もご相談ください。
ケアマネジャー 流目

地域生活支援ハウスのむら
300円
◎ところ
◎参加費

午前10時～
毎月第１木曜日
き
◎と

生徒さんの作品

似顔絵教室
ギャラリー

す。

みさき漁さんの

（２）
２０２２年（令和四年）９月１日

り
よ
だ
ら
む
の
第４０７号

くらしの 一 ページ

介護保険は
どんな時に受けるの？

