ご予約は０４８−５５６−４５８１
（代）へ

●内科の受付時間は、診療終了時間の３０分前までとなります。 ●歯科は完全予約制となりますので急患の場合はご連絡ください。
※なお、発熱が続くなどコロナウイルス感染症が疑われる場合は事前にご連絡ください。

診 療 時 間

月

内
科

午前 月〜土曜日 8：30〜12：00
夜間 火曜日

植山
胃カメラ・西巻

17：00〜19：00

火

水

冨澤
井上

井上
植山

木

金

土

菊池
胃カメラ・西巻

武石・野田

吉野（第2）
植山（第3）
井上（第4・5）

栄養相談・安達

冨澤
松澤

歯
科

松澤

担当医

担当医

松澤

松澤

月、火、金曜日
……13：00〜17：00
木曜日……13：00〜16：00

吉崎

荒木

松澤

担当医

早田（幸）

午後

訪問診療

歯科

午後

植山

井上

井上

午前

吉崎

荒木

松澤

担当医

早田（幸）

午後

松澤

担当医

担当医

松澤

松澤

休診日／日曜・祭日、第２土曜日（内科・歯科）、第４土曜日（歯科）
医療福祉相談／毎週木曜日（祭日休）
９時〜１２時４５分

行田市胃カメラ検診のご案内【毎週

診療所相談室

月・木・金曜日実施】

医療福祉、介護などの相談を行っ
ています。受付職員にお尋ねくだ
さい。

フードパントリーのお知らせ
【毎月第３土曜日開催】

発 熱・咳、呼 吸 困 難、味 覚 異 常 などの 症 状 が ある
方は、直接来院せずに、あらかじめ行田協立診療所へ
電話を入れていただくようお願いします。

☎048-556-4581

生活にお困りの方であれば、どなたでもご遠慮
可能な方のご協力をお待ちしております。

うきしろカフェの
ご案内（認知症カフェ）

4

藤波、野木

まで

8号

12

県道

行田市役所
産業文化会館
忍城址

短時間通所リハビリテーションたびくら ０４８-５０１-８７４０
ケアセンターさきたま （居宅介護支援・訪問介護・定期巡回訪問介護看護・訪問看護・小規模多機能ホーム）
048-556-４６１２

年頭のご挨拶
新型コロナウイルス感染症が世界中
で確認されるようになって2 年が経過
しましたが、引き続き感染対策が必要
な状況が続いています。行田市内では2 回目までのワクチン接種をされた方は対象者全体の9割となり、接種
から8 ヶ月経過した方は積極的に3 回目のワクチンを接種されることをお勧めしています。
さて、行田協立診療所は完全リニューアルから今年4 月で1 年が経過します。新築の快適な建物内で内科・
歯科が同時に受診でき、また、介護事業所と連携した質の高い訪問診療も実施しております。今後も、地域
住民の皆さまや組合員の力をお借りしながら、より地域に根差した診療所を目指して参ります。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

行田協立診療所 所長：井上 豪

新理事紹介
組合員の皆さま、明けましておめでとうございます。昨年６月より利根北
地区理事に就任いたしました。昨年は広報委員会に所属して『けんこうと
平和』作成に参加させて頂いておりました。今年も皆さまと近い距離での活動を心がけていけ
ればと思っています。よろしくお願いいたします。

利根北地区理事：池田 真理子

地方県民センター

患者様・組合員の皆さまに引き続きお願いいたします。

行田協立診療所

ケアセンターさきたま

オシノテラス 地域交流スペース

＜担当者＞

N

バス停「忍城」

1月12日（水）14：00〜15：30
テーマ：3色パステルアート
（先着20名様）

熊

至

行田市駅

秩父鉄道

駅

谷

行田協立診療所 内科・歯科・在宅医療 ０４８-５５６-４５８１

2022年

急性期症状のある方の受診について

オシノテラス 地域交流スペース

〒361-0052 行田市本丸18-3

旧年中は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願い致します。

武石・野田

行田協立診療所の胃カメラ検診は月・木・金曜日の午前中に予約をお取りできます。費用は３,0００円です。ぜひご予約ください。

なくお越しください。また、食品や食材の提供が

1

（http://www.gyouda-clinic.coop/）

明けましておめでとうございます。

行田市にお住まいの４０歳以上の方が対象です（市の胃レントゲン検診及び人間ドック等で胃カメラ検診を受けた方は対象外）。

1月15日（土）13：00〜14：00

2022年

（第3・5）

松澤

夜間 木曜日……17：00〜19：30
内科

きょうりつだより
月号

午前 月〜土曜日 8：30〜12：00

第359号

お城の見える診療所

予約外でお越しいただく患者さまへ

うきしろカフェ
素敵なクリスマスリースが
出来ました︒

1月診療のご案内

中央小学校

３７℃以上の発熱、咳、咽頭痛、身体がだるい、味や臭いがわからないなど、新型コロナウイルス感染を疑う症状の

忍中学校

ある方や、ご自身が新型コロナウイルスの濃厚接触者（疑い）となっている方は、通常の外来受診をお控えください。

診療所
ホームページ

水城公園

ご不明な点や発熱外来を受診希望される場合は、以下までご連絡ください。

０４８−５５６−４５８１ 平日８：３０〜１１：００

担当看護師まで

1

きょうりつだより

2022年1月号

第359号

たびくら

通所リハビリテーション たびくら
今年は開設２周年、よろしくお願いいたします。

地域でなくては
ならない存在へ

ケアセンター通信

〜ケアセンターさきたま〜

引き続きコロナ禍の１年でしたが…

２０２０年５月に産声をあげた「通所リハビリたびくら」。早いもので今年の５月で

５部門それぞれの力を発揮して、
今年もチャレンジします。

開設２周年を迎えようとしています。最初は職員も利用者様も少人数でしたが、
多くの関係者のお力添えもあり、現在では約１００名の方がたびくらをご利用される

２０２１年もコロナで始まりコロナとともに

までになりました。

終わる年 に なりまし た。今 まで 経 験し た

昨年は、様々な利用者様の目標達成のお手伝いをすることができました。
「たび

ことのないことで、戸惑いや不安を感じた

くらを利用している間に体力に自信がついて、自分で買い物に行けるようになりま

方も多かったと思います。今まで普通だと

した！」、
「諦めていた孫の結婚式に出席できました！」と嬉しいご報告をいただくこ

思っていた生活に改めて感謝し、人と人の

とができ、職員も一緒になって喜ぶことができました。

理学療法士も２名体制

職員の体制も充実してきています。今年のたびくらは、理学療法士 2 名体制と

約１００名が利用するデイケアに

なり、介護職員や送迎運転手についても、
「利用者様の自立した生活を支援できるような一員」として、レベル
アップしていくことを目標にしています。

生活する上でどれだけ大事なのか実感したのは私だけでしょうか？
そんな中、ケアセンターさきたまでは利用者様・職員が安心して生活ができるよう、仕事ができるよう努め
てまいりました。５部門中３部門が新しい管理体制となり、新しい仲間も入り気持ち新たに事業を盛り上げる

組合員活動ニュース
診療所でのボランティア活動

つながりがとても大切で楽しく、いきいき

一部をご紹介

オシノ畑
敷地内の畑は組合員さんが土壌の手入れ、草取り、植え付けなどを

工夫をしてまいりました。やっと一年近く経ち、職員の協力のもと体制も落ち着いてきています。アメーバ
経営・生協１０の基本ケアを２０２１年の重点課題として取り組んでまいりました。経営を考える職員が増えた
こと、自立支援を促す職員が増えたことで目指すものが一つになり成果を挙げられたと感じております。
今年は昨年に続き、地域の方たちが集える居場所づくりをさらに進めていきたいと思っております。
「困った」に対応でき、次につなげることのできる職員を育成し、誰一人取り残されない地域作りを目指して
います。本年もどうぞよろしくお願いします。

ケアセンターさきたま 所長：藤川 明美

しています。夏の野菜の後には、ブロッコリー・スナップエンドウ・カブ

診療所からのお知らせ

などを植えました。利用者様や職員の憩いの場になっています。

組合員のバザー
診療所入口の屋外で久しぶりのバザーを行ないました。海産物・
寿司・手作り小物・手作りごはんを販売しました。売り上げの一部は
カンパ金として平和と社会保障を守る活動に使われます。

フードパントリー＆オシノ食堂（多世代子ども食堂）

●職員入職のお知らせ

専門学校卒業です。宜しくお願いします。

●健康診断のご案内
２０２１年度の行田市の特定健診、がん検診、後期高齢者特定健診は、２月末までに
なっています。未受診の方は、お電話や受付窓口にてご相談の上、お早めにお申し

になることを目標に、私たち組合員は活動しています。
「子どもの貧困」

込みください。

についても同様で、必要としている家庭にお渡しすることを目的にして
お弁当を作っています。
感染症対策をしつつ、新しくなった診療所で、皆さんいきいきと参加されています。
お問い合わせ先：行田協立診療所 ５５６−６７５５
（直通） MC 菊池まで

お申し込み・お問い合わせ▶行田協立診療所 ０４８−５５６−４５８１ 医事課まで
早田（真）歯科医師は産休のため１月以降、しばらくお休みとなります。

訪問看護ステーションさきたま
応募要件：正看護師
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ゆか）

昨年１２月より入職いたしました飯野優佳です。熊谷出身、高崎歯科衛生

保健・医療・介護を通じて、様々なニーズに応えられる事業所・生協

います。オシノ食堂は昨年１０月から毎月１回、ボランティアのみんなで

歯科衛生士：飯野 優佳（いいの

看護師募集

50 歳位まで 普免所持

訪問看護未経験可

詳細・お問い合わせ

０４８−５５６−４６１２

お気軽にお問い合わせください。
古紙配合率70％再生紙を
使用しています。

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。
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