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友の会だより
2019年12月

今井町診療所

No.151
〈友の会事務所〉

千葉市中央区白旗

3-19-3
℡043-265-8687

今井町診療所
TEL.043-261-4537
HPはこちら→
https://www.imaicho-clinic.or.jp

診療所からのお知らせ

12月より大人の千葉市の麻しん対策事業が始まり、対象者は麻しん風しん混合ワクチンが無
料で受けられます。来年はオリンピックも開催され、外国人が多く来ることにより麻しんが流
行る可能性があります。麻しんウイルスは感染力が非常に強く、世界でも猛威を振るっている
感染病の一つです。下記に該当する方は市の制度を積極的に活用して備えましょう。麻しんに
は予防接種が有効です。
対象者 千
 葉市に住民票があり、①②の
どちらか該当する方
①予防接種歴なし
昭和47年10月２日以降生まれ
②麻しん抗体検査陰性
昭和47年10月１日以前生まれ

実施期間
2019年12月１日〜 2020年３月31日
接種回数 １回
自己負担 なし

注：麻しん抗体検査は自費となります。
：小児の麻しん風しんの定期予防接種対象のお子さんは対象になりません。
：麻しんワクチン、麻しん風しん混合ワクチンを接種した方は対象になりません。
：予約制となります。詳しくは窓口にてお問合せ下さい。
10月20日の健康まつりでは、新たな取り組みとして尿検査と塩分測定を行いました。来てくれ
るか心配していましたが当日、尿検査は18名の参加がありました。疲れると尿蛋白が出やすい方
がいます。また、尿がよく泡立つと蛋白が出ていることがあり、腎臓病など何らかの病気が潜んで
いることがあります。普段からご自分の尿を観察する習慣が大切です。腎臓が片方しかないとおっ
しゃる方が蛋白陰性の結果にホッとされていました。塩分チェックは塩分量を可視化して、食生活
における一日の塩分量を見直して頂くことを目的として行いました。高血圧、脳梗塞、心疾患の予
防に塩分量を抑える工夫など管理栄養士から話をしました。実際に自宅で飲んでいるお味噌汁の
塩分のチェックも行いました。興味を持たれる方は日頃から気をつけているようで、塩分量も低い
結果となりました。呼び込みを行うと塩分接種量が多いと自覚している方々からは断られ残念でし
たが、今後もたくさんの人が楽しく参加できるような工夫をしていきたいと思います。

「新春の集い」開催‼

友の会事務所

皆さんの参加をお待ちしてます。

白旗保育所

日 時：2020年１月18日(土) 12：00 ～ 15：00

平和湯

会 場：白旗会館（今井町診療所となり）

ミヤマ（洋品店）

会 費：1,500円（お弁当が付きます）
☆★ お申込みは申込用紙で ☆★

セブン
イレブン

友の会事務所
バス：白旗局前

友の会だより
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36回目の
「健康まつり」
─ 子供たちも大活躍 ─

前日からの雨がやみ、千葉市南部「健康まつり」
が10月20日、診療所の隣の白旗公園で無事に始
まった。
例年のように、バザー会場は「まつり」が始ま
る前から盛況で、お餅もつきあがると同時に完売
していました。

バザー会場

奏楽から始まる！

舞台は、淑徳大吹

舞台では、淑徳大の吹奏楽から始まって、銭太鼓、
フラダンス、保険医協会の歯医者さんのお話、カー
ブスの体操、千葉DARCのエイサー、腹話術、最後
は職員の歌と踊りで終わりました。

ーにはアンコール！

千葉DARCのエイサ

昨年と違って、参加者は昨年よりは少なめなもの
の、終日お客さんが舞台を見たり、健康、介護、薬、
年金と歯医者さんへの相談も多く、千葉土建の包丁
研ぎも盛況でした。
今年は、千葉DARCのエイサーにアンコールが起
銭太鼓演奏

こり、むりょう塾の子供たちは、担当した輪投げの
お客さんが少ないと、急遽ボール紙に宣伝案内を作
り会場を回ってました。

模擬店では、千葉DARCの皆さんが
焼きそば、野菜の販売を担当してくれ、
綿あめは職員のお嬢さん方が。森のパ
ン屋のクッキーは完売など盛り上がりま
した。
準備の段階から職員が積極的に関わ
り、片付けでは職員は勿論、ヘルパー
ステーション、薬局の若者が大活躍を
していました。

職員のパフォーマンスで閉会
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友の会旅行

友の会だより

楽しかったけど残念なことも

11月16日今井町診 療所
友の会主催の「夢の島巡
りとジンギスカンを食べる」旅行に参加しました。当
日は天気にも恵まれ快晴で、車中から富士山も良く見
えました。
最初は夢の島公園にある「第5福竜丸展示館」を見
学、
「第5福竜丸」はマーシャル諸島にあるビキニ環礁
にてアメリカの水爆実験による放射性降下物
「死の灰」
で被爆したマグロ漁船です。水爆は、
広島の原爆の１千倍の破壊力だそうです。広島の原爆でもあれだけの被害がでているのに、
核抑止力だと言うけど、展示館には「第5福竜丸は原水爆のない
未来へと航海を続けます」と書いてありました。
その後、同公園内にある、
「夢の島熱帯植物園」を見学しました。
「水辺の景観」
、
「人里の景観」
、
「小笠原の植物」に分けて展示し
てありました。初めて見る植物ばかり、食虫植物に人気があった
散 策
ようでした。
お昼はサッポロビール園でジンギスカンを食べ、ビールを飲み
ましたが、工場見学はありませんでした。ちょっと期待をしてい
たので。
その後見学した「東京大空襲・戦災資料センター」は、アメリ
カが行った東京下町地区を目標にした無差別爆撃による火災を記
美味しかったですか？
録していました。投下された焼夷弾は、木造家屋が多かった日本
用に開発されたと聞きました。
「知っているなら伝えよう、知らないなら学ぼう」の精神で
資料館を活用してほしいと、資料館の人は話していました。
「第5福竜丸展示館」
、
「東京大空襲・戦災資料センター」のいずれでも、学芸員の方の説
明があり分かりやすかったです。
（今別府 三男）

ふれあい薬局通信

葱・葱白（そうはく）

店先には根深ネギ（長ネギ）
、下仁田ネギ、九条ネギ
などが出回ってきました。鍋の季節です。葱は鍋物では
ぶつ切りにした方が甘味・美味しさを味わえるとか、白
と緑の境目がフカフカでなくしっかりしたものを選ぶと
か、その境目あたりを切り分けてラップをして保存する
とか、ねぎ情報が溢れています。
ネギの白い部分を生薬（しょうやく）では「葱白」と
呼び、民間薬として風邪・不眠・下痢・食中毒などに葱
白の煎じ液を服用したり、喉の痛み・鼻づまり・切り傷
などに生のネギを裂いて、粘り気のある内側で温湿布し
たりします。
白ネギはこのように冬の風邪の初期治療や予防に活用
できるので、風邪の流行するこの時期に鍋でネギを食べ
ること自体が薬膳的に理にかなっているのです。葱白に
は「発汗解表」という作用があり、汗を出させて体表の
風邪の邪気を解散させます。そう、葛根湯、玉子酒も同
様です！ネギ鍋は葱白、玉子酒は酒が体を温め発汗させ、
発汗後の体力回復に肉や豆腐、玉子が入っているという
わけです。
ただし、あくまでも風邪の初期。まだ熱が出ておらず、
ゾクゾクとした「悪寒」を感じていることがポイント！
ゾクゾクしたら即、ネギ鍋を、汁もたっぷり食べて体を
温めましょう。
店頭には感染症予防のマスク、手指消毒剤、トローチ、
のど飴、口内衛生品などを揃えました。 
（ ）
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友の会だより
「健康カフェ生実」開催!!

「平和の集い」
を開催

─ ぜひご参加下さい ─

「桜を見る会」に見られる安倍政権の無茶ぶりは、目を見張る
ものがあります。
一方で、緊張する中東海域にアメリカに追随する方策として、
直接アメリカが主張する有志連合に直接は参加しないものの、
「調
査・研究」名目で自衛隊を派遣することを考えています。
憲法を取り巻く環境は、日増しに厳しくなっているかと思って
います。そのような中で「平和の集い」を開催します。
日 時：2020年２月22日（土） 13：30 〜 15：30
場 所：白旗会館（予定）
今井町診療所友の会９条の会、ちゅうおう９条の会、
千葉市中央区９条の会

開催日：２月23日（日曜日）
時 間：開場 １時半、
開会 ２時
場 所：生実町会館
内
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容：介 護 予 防 と「 日 々
を健康に過ごすた
めに」などについ
て、 皆 さ ん と ワ イ
ワイガヤガヤと
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公園で 年寄りたまり 秋の風
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場 所：千葉寺自治会館
（千葉寺境内内）
日 時：第2、4水曜日
13時～ 15時
会 費：500円（1回）
講 師：竹久 一美

公園で 秋の夕暮れ 猫たちと

フラサークル『ピカケ』

（亀山線にて） 高橋

場 所：スナック「ミキ」
（大森町）
（白旗交番より歩いて5分）
日 時：第3金曜 13時～15時
会 費：1000円

ニラ花の ゆれる小径や 里の秋

「カラオケ」
で歌いませんか

秋色の ローカル線や 列車旅

もみじに染まる 渓谷を行く

「花と遊ぶ会」のご案内

毎月第１木曜日、２時から友の会事務所（たより
の１面に地図）で「花と遊ぶ会」を開催しています。
花を生けるだけではなく、花を眺め、お茶を飲み
ながらの雑談などをして、月に一度楽しい時間を過
ごしています。花を生けた経験がない方でも、皆さ
んと楽しい時間を共に過ごせると思っています。ぜひ、ご参加下さい。

友の会 会費納入のお願い
年会費1,000円

※催しに参加される時か､ ご受診時に
お願いします。
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友の会行事予定
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場所の明記がない場合は、
「友の会
事務所」です。
どのサークルも初心者の方大歓迎
です。

☆
「食事会」
（会費：５００円）
第 火曜日
時～ 時
白旗会館（今井町診療所横）
☆「清拭布切り」
毎月第２木曜日 午後 時〜
☆
「むりょう」塾
第 ・ ・ 土曜日 午後２時〜
☆
「囲碁」サークル（会費：無料）
毎週月曜日 午後１時〜
☆
「健康麻雀」サークル（会費：無料）
第１・２・４・５水曜日 午後１時〜
☆
「花と遊ぶ会」サークル
第 木曜日 午後２時〜
☆「てがみ絵」サークル
（会費：３００円）
第２火曜日 午後２時〜
☆「元気読書会」
サークル

（会費：無料）
第３水曜日 午後 時半～

▪▪▪ 診療所編集後記 ▪▪▪

編集後記といいつつ、
いつも好きな
ことを書いてました。
元気な友の会活動と参加してくだ
さるみなさま、
報告してくださる方々
のおかげで「友の会だより」
を滞りな
く発行させていただいております。
新年もよろしくお願いいたします。
（事務長 榎本）
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