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横浜中華街
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友の会バス旅行
横浜中華街と川崎大師に
行きました。
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6/25（日）、恒例の日帰りバス旅行。
今回は横浜中華街と川崎大師です。
雨が降ったりやんだりの天気でし

たが、港が見える丘公園ではバラや
アジサイ等たくさんの花が生き生き
と明るく咲いていました。
中華街ではたくさんの人でしたが、
お土産を買うなど散策をしました。
最後に川崎大師を参拝しました。

港が見える丘公園
川崎大師
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友の会バザーを開催
5月22日
（月）友の会バザーを開催しました。

純利益は14,100円でした。
献品、
購入にご協力ありがとうございました。
次回は12月を予定していますが、野菜など仕

入れておりました農家さんがお辞めになった
ため野菜の仕入れが難しくなりました。

ご協力頂ける農家さんも募集中です。

健康チェックを
行っています
友の会保健部では２ヶ月に１回、稲岸
公園前スーパーアコレ前で健康チェック
を行っています。
看護師による血圧測定、簡易体脂肪
測定、健康相談をしています。

い な げ 共 同 薬 局 より職 員 紹 介
薬局長の交代です。
10年間、お世話になり
ました。これからもい
なげ共同薬局をよろし
くお願いいたします！
（前薬局長 尾崎）

新薬局長
ふじい

やすえ

藤井 恭恵
７月から、いなげ共同薬局にきました藤井
です。不慣れな事もありますが、早く皆さん
に顔を覚えてもらえるよう頑張ります。
よろしくお願いいたします。

くわやま

か な

桒山 花奈
皆さん初めまして、４月からいなげ共同薬局
に配属になりました薬剤師３年目の桒山花奈
（くわやま かな）と申します。現在も応援で
度々行ってますが、入職後２年間は共同薬局
（幕張）にいました。
２つの薬局を行き来するので大変だと感じ
ることもありますが、お互いの薬局の良いと
ころを吸収し活かすことができるので良い経
験になっています。
まだまだ未熟者ですが、たくさん経験を積
み、患者さんや地域の方々に信頼される薬剤
師になれるよう精進してまいります。
よろしくお願いいたします。
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網の目平和行進のご案内

原水爆禁止世界大会に向けて

国民平和大行進は、
“ノーモア・ヒロシマ！ノーモア・
ナガサキ！”“核兵器のない世界を”と核兵器廃絶を訴
えて、歩く行進です。1958年6月に、被爆地広島から
東京へ、1,000キロの道のりを歩く最初の平和行進が
行われました。以来、毎年休まず行進は続けられ、毎
年10万人が参加する国民的行動となっています。核兵
器廃絶を願う人なら誰でも参加できる行動です。皆さ
んも是非ご参加ください。

8月1日㊋ 15：00 〜 16：00

［日時］
※小雨決行、申し込み不要
［集合場所］稲毛診療所（集合15：00 出発15：10頃）

広島、長崎の原爆投下から72年。今年も８月３～９日、広
島と長崎の両被爆地で原水爆禁止世界大会が開かれます。こ
とし３月、核兵器禁止条約を交渉する会議が国連で開かれ、７

月には条約が採択される予定です。この会議には、核保有国、
日本は参加しませんでしたが、
「核兵器は違法」が国際ルール
になることは核廃絶への重要な一歩です。条約実現の最大の
力は、被爆者がよびかけた
「ヒバクシャ国際署名」
をはじめとす
る核兵器禁止をもとめる草の根の声と行動です。
◎引き続き署名にご協力ください。
◎毎年、世界大会に送る「折り鶴」を折っています。診療所
待合に折り紙を置いてありますのでご協力ください。

原爆と千葉空襲
美浜区写真展
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［行進ルート］稲毛診療所
⇒稲毛海岸４丁目

⇒稲岸公園
（汽車がある公園）
⇒稲毛診療所

［注意］帽子、タオル、日傘等で暑さ対策をして参加してください。

稲毛診療所
健康友の会
主催

野外平和映画会のお知らせ

日時：8

月 25 日（金）

〈雨天や雨で芝生の状態が悪い場合は中止〉

場所：稲岸公園（汽車のある付近）

８月４日（金）～ 8 月６日（日）

※お車でのご来場はできません

〈場所〉高洲コミュニティセンターロビー

時間：午後 6 時頃（暗くなったら開始）～

午後 8 時頃まで

千葉市美浜区高洲コミュニテイセンターは
JR京葉線「稲毛海岸駅」下車、イオンマリンピア店さん隣
〈時間〉 8/4 10：00～18：00
8/5 9：00～18：00
8/6 9：00～17：00

上映作品：ア ニメ、平和を考える映画
など予定（無料）

予防接種のおすすめ
私たちの身の回りには、細菌やウイルスによって引き起こされるさまざまな感染症があります。ワクチンを
接種することで、病気から守ることができ、発症しても重症化することを予防できます。すべての感染症に
対してワクチンがあるわけではありませんが、予防法があるのに使わないのはもったいないのです。赤ちゃん
の予防接種は２ヶ月から始まります。予防接種は種類によって接種回数が異なりますが、決められた回数を
打つことで予防効果が得られます。１歳・年長さん、節目の時期に接種するものもあるので、お誕生日の前
には母子手帳を見て接種できるものがないか確認をしてみましょう。
（接種時期の目安は表を参考、公費の時
期を過ぎても自費で受けられるものもあります）大人の方もインフルエンザや肺炎球菌ワクチンがあります。
年齢によっては公費の補助が出る時期もあります。時期を逃さず接種していきましょう。 （看護師 齋藤）

＊予防接種の際は必ず母子手帳をお持ちください。

＜予防接種開始時期の目安＞
太字は公費、細字は自費／（初回接種回数＋追加回数）
、○間隔をあけ①回目・②回目、
生後２ヶ月から就学前まで
生後 2 ヶ月

生後 3 ヶ月

1歳

ヒブ（３＋１）
４種混合（３＋１） MR １期
肺炎球菌（３＋１）
水痘（２）
B 型肝炎（２＋１）
おたふく①
ロタ（２）

就学後
3歳

５〜６歳（年長さん） ９～ 12 歳（小４） 11 ～ 12 歳（小６）

日本脳炎 1 期（2+1）MR ２期
おたふく②

日本脳炎２期

＊日本脳炎ワクチンは供給不足のため予約を頂いてから1 ～ 2か月後の接種になります。早めの予約をおすすめします。

２種混合
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サークル便り

折り紙サークル
折り紙サークルは第３火曜日午後
２時 から診 療 所１階 にて 楽しく
行ってます。

絵手紙
サークル
毎月、第２・４の
土曜日、午後２時
より稲浜公民館で
活動しています。

いつでも元気 購読しませんか？

大正琴サークル
毎月第２、第４月曜日午後１時から４時まで、稲浜公民
館で大正琴の稽古をしたり、うたを歌ったりして楽しん
でいます。

ボランティア部

写真が豊富で読みやすく、健康･医療･いのちを守るとりくみなど､ 役にたつ情報
が満載です。診療所待合などに見本誌を置いています。是非ご覧ください。
月1回お届けして定価380円。定期購読のお申し込みは診療所受付まで！

清拭布作成作業は第２金曜
日午後２時から３時ごろま
で診療所内で行っています。
おしゃべりしながらの作業
で 楽 し く で き ま す。 ぜ ひ、
ご参加下さい。

診 療 体 制 表
月
午 前（予約制）
細山（第3は休）
（受付）
井上
8：30 〜 11：30

火

水

木

井上

細山

細山

土
細山（第1・2・4）
交替（第3・5）

乳児健診
（予約／月2回）

午 後
夜 間
（受付）
17：30 〜 20：00

金
細山
（第1・3・4）
尾崎
（第2）
井上
（第2・5）

細山（第3以外）
井上（第3）

★毎月第三・第五土曜日の医師は交替となります。

★8/11
（金）
～8/14
（月）
まで夏季休診です。

〈診療医師変更のお知らせ〉＊9/20
（水）
AM 細山医師休診 ⇒ 代診
＊9/22
（金）
AM 細山医師休診 ⇒ 井上医師

＊9/21
（木）
AM 細山医師休診 ⇒ 代診

