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10月 ～ 1 1 月

友の会拡大強化月間が
スタートします！！
今年も、友の会拡大強化月間がスタートいたします。
健康で安心して住みつづけられる街づくり、いのちとくらし、平和と
憲法を守る運動を拡げ、無差別平等の医療、介護、福祉の実現に向け、

“一緒にいのちを守る仲間”を増やしましょう。

会員の皆さんのご協力をお願いいたします。
インフルエンザワクチン接種の割引もございます。お知り合いや友人
等、入会をお勧めしたい方を是非ご紹介ください。

◆インフルエンザワクチン接種

稲毛診療所
健康友の会
千葉市美浜区
稲毛海岸 4-11-3
連絡先
043-241-6961

はじめました◆

インフルエンザワクチン接種は予約制です。
※接種日時は稲毛診療所
お電話でのお申し込みは 月曜～金曜 午後2時～ 4時の間にお願いいたします。 ホームページにも掲載します。

◦料金（税込）

友の会員は各500円割引です!!

一般料金 3,500円、２回目は3,000円
●13才未満の方は２回接種になります。１回目と２回目の間隔は２週間から４週間です。
●母子手帳は必ずご持参ください。
（中学生まで）
（ご持参されない場合、接種できない場合があります）
●18歳未満は保護者同伴が必要です。

千葉市にお住まいの接種日に 65 歳以上の方
千葉市高齢者インフルエンザ助成制度
【自己負担免除となる方】
・生活保護を受給されている方
・中国残留邦人等支援給付を受けている方
・市民税非課税世帯の方

自己負担額は1,800円（接種期間は12月末まで）

【免除に必要な書類】
→ 生活保護受給証明書
該当する方は当日必要書類をご持参ください。
→ 支援給付受給証明書
→ 平成30年発行の介護保険料決定通知書の中にある
「介護保険料算定の基礎」のコピー保険料段階1 ～ 3のもの

最新号
社会情勢をわかりやすく解説、健康情報から観光や映画の情
報まで、全ページフルカラーで、誌面サイズ、写真も大きく、
文字も濃く読みやすいと好評です。診療所の待合書籍ラックに
見本誌を置いています。ぜひ一度ご覧ください。
また、
見本誌を差し上げることもできます。
（診療所受付まで）
毎月 1 回発行で、定価 380 円です。

みんなでストップ！

患者負担増

今、さらなる患者負担増が提案されています。
・75 歳以上の患者さんの窓口負担が原則 1 割から 2 割へと・・・
多くの方が 2 倍近くに
・受診のたびに、現在の負担額にプラス 100 ～ 500 円の追加負担
・痛み止めなど、薬の「保険はずし」などによる薬剤自己負担の
引き上げ
・介護保険のケアプラン作成の有料化
だ
 れもが安心して医療・介護・福祉を受けられるように負担軽
減を求める署名にご協力ください。
（国の責任で社会保障制度の拡充を求める請願署名）

診療所待合にあります
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網の目平和行進

8/7

子供から大人まで核兵器廃絶を訴え行進しました。

８月30日

平和映画会

これまで稲岸公園で開催していた映画会を今回は診療所待合で行いました。
子ども向けアニメ上映・お楽しみ企画と大人向けの戦争・原爆をテーマにした映画を上映しま
した。野外とは違い涼しく鑑賞できました。

9条改憲 No!!
改憲発議を断念させるために
署名は不可欠です。
憲法を生かす全国統一署名
（3000万署名）に引き続きご協
力ください。

第20回
「原爆と千葉空襲 美浜区写真展2018」

８月４日～５日に高洲コミュニティセンターで開催さ
れた写真展にはたくさんの方に観覧に来て頂きました。
（延 840 人）ありがとうございました。
この写真展には友の会も実行委員会に参加しています。

⑶２０１８年１０月２５日

稲毛診療所健康友の会ニュース

第 160 号

健康講座

日時：12 月 13 日（木）午後２時～４時まで
場所：稲毛診療所 待合
参加費無料・予約不要
お気軽に参加ください

【内容】
○お

話：
「不眠症と睡眠薬」
稲毛診療所 細山公子 医師

「かかりつけ薬剤師について（仮）
」
○健康体操

いなげ共同薬局

薬剤師

友の会 バザー （豪雨・震災支援）
12 月 10 日（月） 午前 9 時～お昼頃まで

日時：

場所：稲毛診療所玄関前

お味噌、野菜、わかめ・昆布、漬物、ジャム、雑貨、献品の品、
その他いろいろ販売予定です。
バザー献品のお願い
ご協力 よろしく
お願いします

◎募集用品の例：
食料品…賞味期限がバザー当日以降（１か月以上）あるものをお願いします
雑 貨…鍋･食器･洗剤･バッグ･スリッパ･文房具･おもちゃ ･時計等
衣料品…洋服･靴下･ハンカチ･等（古着･使用済み品は、ご遠慮下さい）
寝具類…タオル･シーツ･毛布･布団カバー等（新品をお願いいたします)

あおぞら健康チェック
健康相談 開催のご案内
11 月 29 日（木）

高洲第一ショッピングセンター内
午後

1 時 30 分～ 3 時まで

血圧測定・体脂肪・健康相談を
行います

会員でない方もお誘い合わせて
お気軽にどうぞ

千葉市 特定健診・健康診査、
がん検診はもう受けましたか？
期限は平成

31 年 2 月 28 日までです。

※事前に予約が必要な検査が
あります。
こ
 れから検査希望の方が多
くなる時期ですので、お早
目のお申込みを。

会費納入お願い
健康友の会は皆様の会費で運営・活動をしております。
会費の納入をよろしくお願いします。
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絵手紙サークル

サークル便り

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。

折り紙サークル

ボランティア部

第6回

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。

食事会のお誘い

今回は“いも煮会”を行います。
どなたでも参加できます。
皆さんのご参加を
お待ちしています。

大正琴サークル

日時
場所
会費

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。

11 月 10 日（土）午前 11 時から
稲浜公民館
300 円

診 療 体 制 表
月

火

午前（予約制）
細山
（第3は休）
（受付）8：30 〜
井上
11：30

井上

★年末年始休診

細山

木
細山

金

土

細山
（第1・3・4）
細山
（第1・2・4）
尾崎
（第2）
井上
（第3・5）
井上
（第2・5）

乳児健診
（予約/月2回）

午後
夜間
（受付）
17：30 〜
20：00

水

細山（第3以外）
井上
（第3）

2018年12月29日
（土）
～2019年１月３日
（木）

稲毛診療所 ホームページにて休診情報・医師変更をご覧いただけます。

