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６月 1７日（金）第３５回北海道医療生活協同組合総代会が 

ホテルポールスター札幌にて開催されました。 

はじめに羽二生輝樹理事長より開会にあたっての挨拶があり、 

続いて来賓代表お二人から連帯の挨拶がありました。 

医療環境がかつてなく厳しい中での事業、会計決算報告と第３ 

次中期経営ビジョン３ヵ年計画の総括がなされ、 新年度から 

「安心、安全、信頼、親切」をキーワードに、地域支部や関係 

諸団体と全役職員が一丸となって地域医療を担っていく事業計 

画案は満場一致で可決・承認されました。 

 前白石支部長の阿部理事は退任され、地域支部協議会の代表 

となりました。白石支部からの新理事は中島支部長が選任され 

ました。 

 札幌綠愛病院は老朽化が目立つ外壁等のリフォーム・改修工 

事をしています。更に地域に根ざした病院として患者に寄り添 

う質の高い医療を目指し、医療講演活動などをしながら医療生 

協事業の発展とにむけて努力していかなければなりません。 

 

 

       地域健康の集い 
 

 

    

        とととと    きききき        9999 月月月月 10101010 日日日日（（（（土土土土））））午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～    

        ところところところところ        南郷福祉会館南郷福祉会館南郷福祉会館南郷福祉会館    

                                白石区南郷通白石区南郷通白石区南郷通白石区南郷通りりりり７７７７丁目丁目丁目丁目４４４４－－－－４４４４    東光東光東光東光ストアストアストアストア斜斜斜斜めめめめ裏裏裏裏    

        テーマテーマテーマテーマ        「「「「動脈硬化動脈硬化動脈硬化動脈硬化にににについてついてついてついて」」」」    

        おおおお    話話話話        札幌札幌札幌札幌緑愛病院緑愛病院緑愛病院緑愛病院    臨床検査臨床検査臨床検査臨床検査    舘技師長舘技師長舘技師長舘技師長    

        そのそのそのその他他他他        血管年齢血管年齢血管年齢血管年齢測定測定測定測定（（（（無料無料無料無料））））指先指先指先指先でででで測定測定測定測定するするするする簡易簡易簡易簡易的的的的なななな機械機械機械機械ですですですです。。。。    

            

※ ※ ※ ※ おおおお誘誘誘誘いいいい合合合合わせのわせのわせのわせの上上上上、、、、ごごごご参加下参加下参加下参加下さいさいさいさい。。。。    
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     レクのごレクのごレクのごレクのご案内案内案内案内    
 

  

 

 

 

 

   今年の夏レク、サクランボ狩りとパークゴルフは、はじめて豊平 

支部と合同で開催し、賑やかに楽しく交流をしました。 

   秋レクは、紅葉を楽しみながらパークゴルフをして、ジンギスカ 

  ンを食べながら交流します。 

  下記の日程で開催しますので、パークゴルフをする方もしない方も 

  是非ご参加下さい。 

 

   ◇と き  １０月１日（土） 

         ９時２０分 綠愛クリニック駐車場集合 

９時３０分 綠愛クリニック駐車場出発 

  

   ◇行き先  とよたきフルーツパーク 

 

   ◇参加費  １０００円（パークゴルフ、ジンギスカン、飲み物） 

 

   ◇申 込  ９月２６日（月）迄  

         北海道医療生協地域活動推進委員会へ 

         ☎ ０１１－８８３－７５１２ 

 

 

   ※おにぎりは持参して下さい。尚、飲酒の方は自家用車での 

集合は厳禁です。 
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     ロビーキャンペーンロビーキャンペーンロビーキャンペーンロビーキャンペーン    
 

    ５月２４日と２７日、綠愛クリニックでのロビーキャンペーン 

へのご協力ありがとうございました。次回は１０月に実施します。 

組合員の出資金は、わたしたちが求める地域の健康づくり、安 

心・安全な医療サービスの向上に役立てられます。 

組合員・出資金の拡大にむけた取り組みへのご理解とご協力を 

重ねてお願いいたします。 

    １０月は下記の予定となっていますので、是非、新規加入拡大・ 

出資金増資の取り組みにご協力をお願いいたします。 

 
    

札幌綠愛病院ロビー       
(9:30～11:30) 

① １０月１７日(月) ～２１日(金) 

② １０月２４日(月) ～２８日(金) 

綠愛クリニックロビー 

(9:30～11:30) 

① １０月２５日(火)、 

② １０月２８日(金) 

    

   ※ 白石支部は綠愛クリニック、北野・清田・厚別・豊平の各支部は綠愛病 

     院で実施します。 

 

 

 

 

 

 

      健診を受けましょう！ 
 

    年に１度の健康チェックで、生活習慣病を予防しましょう。 

   地域の健康をサポートしている綠愛クリニックでは、下記の 

① 特定健診⇒４０歳以上７４歳以下の受診券をお持ちの方 

後期高齢者（７５歳以上）の方 

② 札幌市民対象の健診 

などを受診できます。 

     

    《お問い合わせ》 

      北海道医療生活協同組合 綠愛クリニック 

       札幌市白石区南郷通６丁目北３－２４ 

        ☎ ０１１－８６８－８８６６ 
 

 



2016

 

       

       

       

 

    

 

   

    

    
                               

                           

医療生協本部
                             

・

 ・お

                             

 これらに

                                                   

 ◇◇◇◇出資証券出資証券出資証券出資証券

        

    ◇◇◇◇支部行事支部行事支部行事支部行事

        ・・・・

           

    ◇◇◇◇予防接種予防接種予防接種予防接種

        ・・・・

    ◇◇◇◇札幌綠愛病院札幌綠愛病院札幌綠愛病院札幌綠愛病院

        ・・・・

    ◇◇◇◇綠愛綠愛綠愛綠愛

    ◇◇◇◇綠愛訪問看護綠愛訪問看護綠愛訪問看護綠愛訪問看護

                                                

 

2016（平成
 

◇ 手打手打手打手打
       

       

       

    《申

北海道医療生協地域活動推

   ◇次回

     

                              
                               

                           

医療生協本部
                             

・住所、氏名

していませんか

・お亡くなりになった

お便りが
                             

これらに該当

北海道医療生協地域活動推進委員会

                                                  

出資証券出資証券出資証券出資証券についてについてについてについて

        ・・・・生協本部生協本部生協本部生協本部

支部行事支部行事支部行事支部行事・すこやか・すこやか・すこやか・すこやか

・・・・地域活動推進地域活動推進地域活動推進地域活動推進

           

予防接種予防接種予防接種予防接種・・・・

・・・・地域医療連携室地域医療連携室地域医療連携室地域医療連携室

札幌綠愛病院札幌綠愛病院札幌綠愛病院札幌綠愛病院

・・・・代表電話代表電話代表電話代表電話

綠愛綠愛綠愛綠愛クリニッククリニッククリニッククリニック

綠愛訪問看護綠愛訪問看護綠愛訪問看護綠愛訪問看護

                                                

平成 28）年

男

手打手打手打手打ちちちち蕎麦蕎麦蕎麦蕎麦
       ・と 

 ・ところ

       ・参加費

       ・持ち

・定 

申し込み・

北海道医療生協地域活動推

次回は、１２

                         
                               

                           

医療生協本部からのお
                             

氏名、電話番号

していませんか?

くなりになった

りが届いていませんか
                             

該当する場合

北海道医療生協地域活動推進委員会

                                                  

についてについてについてについて（（（（

生協本部生協本部生協本部生協本部                    

・すこやか・すこやか・すこやか・すこやか会館利用申込会館利用申込会館利用申込会館利用申込

地域活動推進地域活動推進地域活動推進地域活動推進委員会委員会委員会委員会

             

・・・・介護保険介護保険介護保険介護保険。。。。

地域医療連携室地域医療連携室地域医療連携室地域医療連携室            

札幌綠愛病院札幌綠愛病院札幌綠愛病院札幌綠愛病院    

代表電話代表電話代表電話代表電話（（（（受付受付受付受付））））    

クリニッククリニッククリニッククリニック            

綠愛訪問看護綠愛訪問看護綠愛訪問看護綠愛訪問看護ステーションステーションステーションステーション

                                                

年 8 月 5日 

男の料理教室

蕎麦蕎麦蕎麦蕎麦 ～

 き ９月

・ところ 清田区民

参加費 １，

ち物 エプロン

 員 ２０

み・問い合わせ

北海道医療生協地域活動推

１２月１０日

                         
                               

                           

からのお
                             

電話番号は変

?             

くなりになった組合員

いていませんか
                             

場合は、            

北海道医療生協地域活動推進委員会

ご連絡願
                                                  

（（（（脱退脱退脱退脱退・・・・名前変更名前変更名前変更名前変更

                ☎ ☎ ☎ ☎ ８８３８８３８８３８８３

会館利用申込会館利用申込会館利用申込会館利用申込

委員会委員会委員会委員会    ☎ ☎ ☎ ☎     

  FaxFaxFaxFax    ８８３８８３８８３８８３

。。。。医療相談医療相談医療相談医療相談

        ☎☎☎☎    ３５０３５０３５０３５０

        ☎☎☎☎    ８８３８８３８８３８８３

                ☎☎☎☎    ８６８８６８８６８８６８

ステーションステーションステーションステーション                                                

                                                    ☎☎☎☎    ８６７８６７８６７８６７

 は つ 

[４

 

料理教室

～新そば粉

月１０日（

清田区民センター

，０００円

エプロン、三角巾

２０名 

わせ先》 

北海道医療生協地域活動推進委員会

日（土）『

                         
                               

                           

からのお知らせ
                             

変わったり

            

組合員さん宛に

いていませんか ?        
                             

            

北海道医療生協地域活動推進委員会

連絡願います
                                                  

名前変更名前変更名前変更名前変更などなどなどなど

８８３８８３８８３８８３－－－－０１７００１７００１７００１７０

会館利用申込会館利用申込会館利用申込会館利用申込などなどなどなど            

    ８８３８８３８８３８８３－－－－７５１２７５１２７５１２７５１２

８８３８８３８８３８８３－－－－５５１０５５１０５５１０５５１０

医療相談医療相談医療相談医療相談などなどなどなど    

３５０３５０３５０３５０－－－－１０３０１０３０１０３０１０３０

８８３８８３８８３８８３－－－－０１２１０１２１０１２１０１２１

８６８８６８８６８８６８－－－－８８６６８８６６８８６６８８６６

                                                

８６７８６７８６７８６７－－－－７７１１７７１１７７１１７７１１

 ら つ                

４] 

  

料理教室 

粉を使って

（土）１０

センター ２

円 

三角巾   

 

委員会  

☎ ０１１

）『ケーキ作

                         
                               

                           

らせ 
                             

わったり 

            

に、   

       
                             

            

北海道医療生協地域活動推進委員会へ   

います。   
                                                  

などなどなどなど））））                

０１７００１７００１７００１７０            

                        

７５１２７５１２７５１２７５１２    

５５１０５５１０５５１０５５１０        

１０３０１０３０１０３０１０３０        

０１２１０１２１０１２１０１２１        

８８６６８８６６８８６６８８６６            

                                                

７７１１７７１１７７１１７７１１                

                

  

  

って、かえしも

１０時～ 

２階調理実習室

    

 

０１１－８８３

作り』です

                         
                               

                            

                             

                
とととと    きききき

    とととところころころころ

       テーマテーマテーマテーマ

                             

            

    おおおお    話話話話

    
                                                    ※※※※

    

                                                    

        

            

            

    

                

                                                    

                    

次回次回次回次回はははは

「「「「血管年齢血管年齢血管年齢血管年齢

食生活食生活食生活食生活

                

かえしも作ります

階調理実習室 

８８３－７５１２

です。 

                         
                                

                              

 
きききき    １０１０１０１０月月月月２０２０２０２０

ころころころころ    すこやかすこやかすこやかすこやか

テーマテーマテーマテーマ    「「「「腸腸腸腸をををを元気元気元気元気

                             

            腸内腸内腸内腸内フローラってフローラってフローラってフローラって

話話話話    綠愛病院管理栄養士綠愛病院管理栄養士綠愛病院管理栄養士綠愛病院管理栄養士

※※※※試食会試食会試食会試食会もありますもありますもありますもあります
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