
2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

① 班会づくり

現在４班、延べ32回開催し

ました。

：手芸班、スクエアステップ

班会、踊り班会

なでしこ班が9月に誕生

新しく「なでしこ班」が出来、

新たなつながりができました。

（なでしこ班会は14～15名）

② 機関紙手配りさん増やし

今年度は増やせませんでし

た。運営委員増やしなど担い

手づくりは課題が残りました。

＊機関紙仕分けがスムーズに

できるようになった。

③ 街頭健康チェック

年７回実施しました。

（雨天でも実施）

今年度から、お風呂

屋さん（めがね湯）前

の生協会館で健康チェッ

クはじめました。

結構参加者がありま

す。

④ 仲間増やし 7名

⑤ 大腸がん健診

71名、目標80件まで

もう一頑張りでした。

⑥ そうめん販売

51箱 収益も多く、社保・

平和財政活動に貢献。

⑦ 憲法9条守る3000万署名

319筆回収、がんばりました。

（目標100筆）

＊お元気ですか訪問 49対話

＊北・中・南合同バスツアー

11月23日

かんぽの宿大和平群

参加20名（北支部16名）

＊映画会・そうめん会

7月13日 18名

映画「家族はつらいよ

パート１」

＊ かにすき新年会

1/25(土）生協会館

参加15名

カニ鍋が大好評

＊ 健康まつり模擬店

ちりめんじゃこを5Kg販売し、

収益が8040円あり、まつり成

功に貢献しました。

＊ 機関紙手配りありがとう

2月22日に生協会館で開催を

予定していましたが、コロナ

対策のため中止となりました。

新 型コロナウィルス感染予防による活動自粛に
より、今年度は支部総会を開催することがで

きませんでした。
そこで、6月号の機関紙は支部ニュースとして支部
のまとめ、方針、役員体制をお知らせします。

１．2019年度、活動のまとめ

２．2019年度、親睦交流、文化行事など

田島４、生協会館にて街頭チェック
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11/23 大和平群バス旅行

ふれあい



４課題目標は○ 20目標 19目標 19実績 18実績

○仲間ふやし 10 10 7 2

○増資件数 50 50 12 12

積立件数 10 10 8 7

○出資金ふやし 500 500 619 502

○班数 3 3 4 5

○班会回数 20 20 20 28

延べ参加 193

新班づくり 1 1 1 1

運営委員(実） 10 10 3 2

○新運営委員 7 8 1 0

手配り組合員 20 20 15 14

○手配りさんふやし 5 3 -1

配達率 100% 95% 95%

健診紹介 10 10 2 2

大腸ガン 70 80 72 70

街頭回数 5 5 7 5

街頭チェック人数 51 34

延べ要員数 14 11

お元気訪問 40 40 49 48

そうめん販売 50 51 64

2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

３．支部運営委員

1.支部長 吉田 一江

2.会計 吉田 一江(兼任)

3.運営委員 大薮 美千子

4.運営委員 本田 靖子

5.運営委員 高平 栄子

6.運営委員 大江 キクエ

7.運営委員 西原 孝子

8.運営委員 朝田 夫佐江

１．2020年度の重点課題

１．班会の充実

手芸班、映画班、

スクエアステップ班、

なでしこ班

２．担い手づくり

（運営委員、手配りさん）

３．地域とのつながりづくり

（お食事会、街頭健康チェッ

ク、バスツアー）

出会い、ふれあい、ささえ合いを大切にする支部活動に取り組みます

班会、街頭健康チェックを中心につながりを深め、地域の健康づくりをすすめます

３．2020年度、活動方針

＊ 手芸班会を引き続き開催

し交流を深めます。

＊ 古市班会：みんなで元気

に続けていきます。

＊ 温泉バスツアー

田島3支部合同企画とし

て11月実施します。

＊ 新年会 1月

＊ 映画とそうめんの会７月

＊ お食事会 9月

吉田 祥治 田島２

本田 靖子 田島２

高平 栄子 田島３

大薮美千子 田島２

田中 民子 田島３

大江キクヱ 田島３

沢田 孝子 田島２

４．総代紹介
生活協同組合ヘルスコープおおさか

第21回通常総代会、2020年6月28日

コープおおさか病院健診棟、10時開会

２．支部の親睦交流、独自企画など



2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

テーマ「運営委員を増やして地

域とつながりづくり」

運営委員の数が増えない、

年齢が高くなっている、など

の状況でつながりづくりが非

常に困難になってきている。

支部のあり方から考える時期

に来ているのかもしれない。

① 運営委員、配達者増やし

＊ 増やすことができず、逆

に減りました。運営委員の高

齢化と地域のつながり状況か

ら見て非常に厳しい状態とい

える。

② 地域のつながりを

作る作業を強化する

＊ お元気ですか訪問、

目標達成

＊ 映画会を実施

（下記参照）

③ いのちとくらしを

守る取り組みを重視

する

＊ お元気訪問は

目標を超える対話

を取り組んだ。

＊ 大腸がん検診、

健診紹介はほとんど動けなかっ た。

○ 7/31(水)夏の交流会

＊ いちご家で開催、12名が

参加した。

○8/2 映画とそうめん昼食会

＊ 生協会館で実施、13名が

集まった。

＊ 映画「家族はつらいよ２」

＊ 北支部が取り組んだ流れ

で他支部からの参加が多かっ

た。

○ 10/13まつり模擬店出店

＊ 恒例になっている「枝豆

とビール」を販売

＊ 9290円の利益を得

た。

○ 11/23合同バス旅行

＊ 北、中、南3支部合

同のバス旅行として大

和平群に20名で行きま

した。中支部からは３

名が参加しました。

○1/17(金）新年会

＊ 中華料理てんしとあくま

開催、８名が集まりました。

○ 配達者交流会

＊ 3/25(水）に田島デイサー

ビスで開催する計画でしたが、

新型コロナウィルスの感染防

止の観点から中止になりまし

た。工夫したてっちりの企画

ができず、大変残念でした。

新型コロナウィルス感染予防による活動自粛に
より、今年度は支部総会を開催することがで

きませんでした。
そこで、6月号の機関紙は支部ニュースとして支部
のまとめ、方針、役員体制をお知らせします。

１．2019年度、活動のまとめ

２．2019年度、親睦交流、文化行事など

7/31、田島いちご家で夏の交流会

10/13 平和健康まつりで模擬店

生活協同組合ヘルスコープおおさか

田島診療所地区
〒544-0023
大阪市生野区林寺5-12-18

℡06-6711-3711

発

行

２０２０年６月 特別号

中支部ニュース

ふれあい



４課題目標は○ 20目標19目標19実績18実績 17実績 16実績

○仲間ふやし 10 10 11 15 9 3

○増資件数 50 50 35 26 24 23

積立件数 20 20 15 14 14 12

○出資金ふやし 500 500 748 503 369 320

○班数 4 4 0 0 0 0

○班会回数 10 10 0 0 0 0

延べ参加 0

新班づくり 4 4 0 0 0 0

支部運営委員(実） 10 10 6 6 6

○新運営委員 4 2 0 0

手配り組合員 50 50 42 47 48 48

○手配りさんふやし 8 3 -2 -1 0 0

配達率 100% 100% 95% 95% 98% 98%

健診紹介 40 40 6 4 12 33

大腸ガン 180 180 172 189 179 192

街頭回数 6 6 4 3 6 4

街頭チェック人数 39 30 58 28

延べ要員数 15 7 25 18

お元気訪問 40 40 40 44 48 13

そうめん販売 40 88 50 44 60

2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

３．支部運営委員

1.支部長 藤岡 俊夫

2.会 計 永田 一

3.運営委員 永田 加代子

4.運営委員 堀部 かほる

5.運営委員 茶谷 静代

6.運営委員 結城 彰彦

１．2020年度の重点課題

① 担い手増やし

＊ 支部運営委員

目標10名、一人でも

＊ 機関紙手配りさん

組合員配達44%の引き上げ

② つながりづくり

＊ 楽しい企画

＊ 班会づくり

＊ 教室、サークルづくり

＊ まつり模擬店

③ いのちとくらしを守る取り

組み

＊ 大腸ガン検診運動

＊ 健診紹介

＊ お元気ですか訪問

○ 支部体制の検討

＊ 支部は深刻な状態にあ

る。中心的に活動してこ

られた運営委員の転居が

痛い。

＊ 当面運営委員の補強を

進めながら、北支部と合

同した取り組みを勧める

ことも協議したい。

運営委員をふやして地域とのつながりづくり

３．2020年度、活動方針

＊ まつりに模擬店を出店し、

成功に向けて奮闘します。

＊ ３支部合同のバス旅行に

参加します。

＊ 配達者交流会を開き手配

り組合員を重視します。

＊ 夏の交流会、新年会など

親睦交流を進めます。

＊ 映画会、学習企画(魚裁

き方教室、健康づくり教

室）など楽しい企画を取

り組みます。

＊ 班会、サークルづくり

を進めます。健康麻雀な

ど

1.永田 一 田島

2.永田加代子 田島

3.堀部かほる 田島

4.野沢 博子 田島

5.西田小枝子 田島

6.茶谷 静代 田島

４．総代紹介
生活協同組合ヘルスコープおおさか

第21回通常総代会、2020年6月28日

コープおおさか病院健診棟、10時開会

２．支部の親睦交流、独自企画など



2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

テーマ「担い手ふやしてつなが

り広げ、楽しい支部活動に」

① 担い手増やし

＊ 手配りさん増やす

＊ 配達率80％

＊ 運営委員を10名にふやす

手配りさんは一人減った状

態。配達率は84％。運営委員

は2名増えて7名体制、支部に

元気が出てきた。

② いのちをまもる運動

＊ 大腸ガン、街頭健

康チェック、お元気で

すか訪問、健診紹介

大腸がん検診は毎年7

0件目標を超過達成している。

お元気訪問も44件と対話。こ

れは毎週、支部統一行動を行

えていることが大きい。

健診紹介も10件で目標達

成、目標が少ない。

③ 元気な支部活動

＊ 班会づくり

永年希望していた書道

班を6/24に結成、9名が集

まり書道を楽しんでいる。

作品は生協会館に展示して

いる。

＊ レク参加

田島地区バス旅行、田島３

支部合同バス旅行に参加した。

運営委員で取り組んだJR大

回りの旅は130円で奈良、和歌

山を回り好評を得た。

＊ 夏の交流会、忘年会、

積極的に取り組んだ。下記

参照

○ 7/29(月）夏の交流会

うかれ金時に18名が集まり

開催、夏の恒例行事になって

いる。

○ 10/13まつり模擬店参加

平和健康まつり成功に向け

カラアゲと玉コンニャクを販

売、完売しました。まつりの

成功に貢献しました。

○11/23(土）大和平群

田島３支部合同で日

帰り温泉旅行を取り組

みました。全体で20名、

南支部からは３名が参

加。地域の組合員さん

の交流になりました。

○ 1２/9(月）新年会

林寺、中華の笑福亭で開催

し、17名が参加した。ビンゴ

ゲームで親睦を深めた。

○ 3/9(月）配達者交流会中止

新型コロナウイルス感染予

防から集まりが禁止されたた

め開催できませんでした。配

達者さんにはお礼の粗品とし

てライフ商品券を贈りました。

新型コロナウィルス感染予防による活動自粛に
より、今年度は支部総会を開催することがで

きませんでした。
そこで、6月号の機関紙は支部ニュースとして支部
のまとめ、方針、役員体制をお知らせします。

１．2019年度、活動のまとめ

２．2019年度、親睦交流、文化行事など

11/30、JR大回り、和歌山橋本駅にて

10/13 平和健康まつりで模擬店

ふれあい

生活協同組合ヘルスコープおおさか

田島診療所地区
〒544-0023
大阪市生野区林寺5-12-18

℡06-6711-3711

発

行

２０２０年６月 特別号

南支部ニュース



４課題目標は○ 20目標 19目標 19実績 18実績

○仲間ふやし 10 10 4 7

○増資件数 30 30 21 16

積立件数 10 10 15 12

○出資金ふやし 400 400 410 171

○班数 3 3 1 0

○班会回数 10 10 8 0

延べ参加 55

新班づくり 2 3 1 0

支部運営委員(実） 10 10 7 5

○新運営委員 3 2 0

手配り組合員 20 10 13 14

○手配りさんふやし 7 5 -1 2

配達率 100% 84% 87%

健診紹介 20 10 10 12

大腸ガン 70 70 80 76

街頭回数 6 4

街頭チェック人数 40 27

延べ要員数 17 8

お元気訪問 40 40 44 50

そうめん販売 30 30 43 50

2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

３．支部運営委員

1.支部長 名賀 元枝

2.副支部長 榎本 ミサオ

3.会計 森川 弘子

4.運営委員 倉沢 長嗣

5.運営委員 橋本 美佐

6.運営委員 友井 由利子

7.運営委員 村井 玲子

１．2020年度の重点課題

① 班会をふやす

＊ 配達者を増やして支部

内のすべての組合員に機

関紙を届ける(配達率100

％）

＊ 運営委員をふやし、現

在実質7名を10名に近づけ

る

② 組合員のいのちをまもる

運動

＊ 大腸ガン、街頭健康チェッ

ク、お元気ですか訪問、

健診紹介カードを取り組

み、地域の健康づくりに

役割を発揮します。

③ 交流会を軸につながりを

広げ、元気な支部活動に

つなげていく

＊ 書道教室を継続させつ

つ新たに２班立ち上げる

＊ 夏の交流会、忘年会、

配達者交流会にたくさん

の組合員さんに参加して

もらい、つながりを広げ

ます。

担い手ふやしてつながり広げ、楽しい支部活動に

３．2020年度、活動方針

＊ 夏の交流会、忘年会

南支部の原動力である交流

会を今年も開催し、よりた

くさんの組合員さんに参加

してもらえるよう工夫する

＊手配りさんありがとうの会

機関紙配達の感謝と親睦を

兼ねて開催します。前年は

コロナのため開催できず、

今年こその開催を

＊ 三支部共同の温泉企画に

参加

＊ ＪＲ大回りの旅 内容を

工夫して取り組む

名賀 元枝 田島５

榎本ミサオ 田島５

橋本 美佐 田島５

倉沢 長嗣 田島５

森川 弘子 田島５

小笠原朱美 田島５

４．総代紹介
生活協同組合ヘルスコープおおさか

第21回通常総代会、2020年6月28日

コープおおさか病院健診棟、10時開会

２．支部の親睦交流、独自企画など



2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

テーマ「運営委員をふやし、組

合員同士のつながりを強め健

康の大切さを深めていく」

① 班会をふやす

班会は増やすことはできま

せんでした。地域の強い要求

にできていないこと、会場の

問題が解決できませんでした。

② くらし、健康を守る取り組み

＊ お元気ですか訪問、大腸

ガン、健診紹介、街頭健康チェッ

ク。

運営委員が共同で地域行動

をおこないました。

＊ お元気訪問では最終版に

集中行動を取り組み、目標対

話数実現。

＊ 大腸ガンはあとわずか届

きませんでいしたが、

支部の中では最も多い

172件を回収しました。

＊ 街頭は期間中ほぼ

毎月、アプロでおこな

いました。取り

組みの中で新な

加入や健康診断

の受診につなが

りました。

＊ たまり場づ

くり

アプロ横を候

補地に大家宅に

行きましたが、会うことがで

きず中断しています。

③ 明るい支部活動

今期新しい運営委員さんが2

人増え、行動や取り組みに参

加していただき、新たな元気

につながりました。

○ 12/13(金）忘年会

運営委員会の慰労を兼ねて

中華の昇龍で行い、15名が集

まりました。

○11/16(土）有馬温泉バス

西２支部と合同でかんぽの

宿有馬温泉旅行を取り組みま

した。全体で45名、東支部か

らは18名が参加し、有

馬の金泉、銀泉、料理

を楽しむことができま

した。

○2/8(土）配達者交流会

かごの屋でおこない、

24名があつまりました。

学校統配合のmini学習とビン

ゴゲームなどで交流を深めま

した。

また不参加の方にはお礼の

粗品をお渡ししました。

○ 10/13まつり模擬店参加

平和健康まつり成功に向け

赤飯と沖縄ドーナッツを販売、

共同で準備し、完売しました。

新 型コロナウィルス感染予防による活動自粛に
より、今年度は支部総会を開催することがで

きませんでした。
そこで、6月号の機関紙は支部ニュースとして支部
のまとめ、方針、役員体制をお知らせします。

１．2019年度、活動のまとめ

２．2019年度、親睦交流、文化行事など

11/16、有馬温泉バス旅行

10/13 平和健康まつりで模擬店

生活協同組合ヘルスコープおおさか

田島診療所地区
〒544-0023
大阪市生野区林寺5-12-18

℡06-6711-3711

発

行

２０２０年６月 特別号

東支部ニュース

ふれあい



４課題目標は○ 20目標19目標19実績18実績 17実績 16実績

○仲間ふやし 10 10 11 15 9 3

○増資件数 50 50 35 26 24 23

積立件数 20 20 15 14 14 12

○出資金ふやし 500 500 748 503 369 320

○班数 4 4 0 0 0 0

○班会回数 10 10 0 0 0 0

延べ参加 0

新班づくり 4 4 0 0 0 0

支部運営委員(実） 10 10 6 6 6

○新運営委員 4 2 0 0

手配り組合員 50 50 42 47 48 48

○手配りさんふやし 8 3 -2 -1 0 0

配達率 100% 100% 95% 95% 98% 98%

健診紹介 40 40 6 4 12 33

大腸ガン 180 180 172 189 179 192

街頭回数 6 6 4 3 6 4

街頭チェック人数 39 30 58 28

延べ要員数 15 7 25 18

お元気訪問 40 40 40 44 48 13

そうめん販売 40 88 50 44 60

2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

３．支部運営委員

1.運営委員 金城 照子

2.運営委員 山澤 孝子

3.運営委員 秋山 英子

4.運営委員 大沢 房子

5.運営委員 柴田 順子

6.運営委員 木下 千代子

7.運営委員 南 菊子

8.運営委員 桑田 静子

9.運営委員 佐々木 きくえ

10.運営委員 佐々木 悦子

１．2020年度の重点課題

① 班会をふやす

＊ 班会は人と人とのつなが

りをつくる場であり、医

療生協の基礎単位であり

ます。

② くらし健康を守る取り組み

＊ コロナで活動が困難に

なっていますが、こんな

時こそくらし、健康、人

と人とのつながりを守る

取り組みが大切になりま

す。

＊ 健診受診、大腸ガン、

街頭チェック、お元気訪

問等の活動を取り組みま

す。

③ 明るい支部活動の実現

＊ 楽しい活動こそ元気の

基本になります。

＊ 交流会、バス旅行など

組合員さんが参加する企

画をおこないます。

＊ 運営委員さんをふやし

て支部の元気をつくりま

す。

運営委員をふやし、組合員同士のつながりを強め
健康の大切さを深めていく

３．2020年度、活動方針

＊ まつりに模擬店を出店し、

まつり成功に向けて奮闘し

ます

＊ バス旅行の開催を検討し

ます。

＊ 配達者交流会を開き機関

紙配達者の労をねぎらうと

共に、地域のつながり、新

たな担い手づくりをすすめ

ます。

1.金城照子 巽南

2.大沢房子 巽西

3.木下千代子 巽中

4.秋山英子 巽東

5.山澤孝子 巽東

6.柴田順子 巽東

7.柴田 博 巽東

8.桑田静子 巽中

４．総代紹介
生活協同組合ヘルスコープおおさか

第21回通常総代会、2020年6月28日

コープおおさか病院健診棟、10時開会

２．支部の親睦交流、独自企画など



2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

スローガン

つながりを大切に!

地域の健康を守りましょう

① 班会を増やす

できませんでした。作ろう

の強い思いが持ちきれません

でした。

② いのちと健康を守る

＊ 健康チェック

目標通り年2回実践できた。

昨年度より近鉄今里

駅前の組合員さん宅を

会場として開催。

＊ 元気ですか訪問

、7件（目標40件）。

支部統一行動を3回企画

するが2回雨天中止に、また報

告書の提出も徹底できていな

い。目標には遠い状況となっ

た。

③ 担い手増やし

＊ 手配りさん現在

18名、目標25名。増

やせなかった。

新今里、中川東、

巽北に手配りさんが

いない。手配り探し

の行動がつくれなかっ

た。

＊ 運営委員は実質5名体制、

増やせなかったが、来期増え

る可能性も。目標10名

＊ 機関紙仕分けは頑張った。

ビラの折り込み、仕分け、お

届けなど続けることができた。

④ 高齢者の居場所づくり

＊ まったく手つかずの課題。

場所づくりは進まなかったが、

交流会・レクを開催して楽し

い場を積極的に作った。

○ 9/14(金）夏の交流会

活喜寿司に⑬名が集まり開

催、懇親の場とした。

○10/26(土）松原温泉バス

東北支部単独行事、13名が

参加しました。料理に評価が

集まりました。

○1/18(土）新年会

夏と同じ活喜寿司

で開催し、11名が参

加した。

○10/13まつり模擬店

参加

これまでのおこわ

販売から冷やし汁粉

に替えて取り組んだが、売れ

行きは今ひとつだった。。

○ 2/22(土）配達者交流会

中野事務所で8名で取り組み

ました。広い会場を使う案な

どを検討しましたが、今年は

従来通りの開催としました。

○ 6/2(日）田島地区バス旅行

に参加

8名参加、地区の取り組みに

毎年積極的に参加し成功に貢

献している。

新型コロナウィルス感染予防による活動自粛に
より、今年度は支部総会を開催することがで

きませんでした。
そこで、6月号の機関紙は支部ニュースとして支部
のまとめ、方針、役員体制をお知らせします。

１．2019年度、活動のまとめ

２．2019年度、親睦交流、文化行事など

ふれあい

生活協同組合ヘルスコープおおさか

田島診療所地区
〒544-0023
大阪市生野区林寺5-12-18

℡06-6711-3711

発

行

２０２０年６月 特別号

東北支部ニュース

10/26 松原温泉バス旅行

2/22、手配りありがとうの会



４課題目標は○ 20目標 19目標 19実績 18実績

○仲間ふやし 10 10 1 1

○増資件数 50 50 15 15

積立件数 20 20 10 12

○出資金ふやし 500 500 120 160

○班数 3 4 0 1

○班会回数 27 36 0 2

延べ参加 0

新班づくり 3 4 0 1

支部運営委員(実） 10 10 5 5

○新運営委員 5 0 0

手配り組合員 25 25 18 19

○手配りさんふやし 7 5 -1 3

配達率 100% 83% 83%

健診紹介 30 30 1 0

大腸ガン 150 180 98 90

街頭回数 2 2 2 2

街頭チェック人数 10 14

延べ要員数 4 7

お元気訪問 40 40 7 8

そうめん販売 20 20 0 20

2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

３．支部運営委員

1.支部長 菊田 始

2.会 計 柴山 章子

3.運営委員 石川 信子

4.運営委員 田中 早苗

5.運営委員 賀屋 喜佐江

6.運営委員 姫野 光子

6.運営委員 平井 克昌

１．2020年度の重点課題
① いのちと健康を守る

＊ 街頭健康チェック

年2回以上、近鉄今里駅前

＊ 大腸がん検診 昨年98

件、年間目標を150件に引

き下げ到達をめざす。

＊ お元気訪問 40対話

＊ 健診紹介、健診紹介カー

ドを30件を目標に

② 担い手増やし

＊ 機関紙手配りさん増す

新今里、中川東、巽北地域

＊ 運営委員を増やす

目標実参加者10名

つながりを広げ一緒にし

ようと呼びかける

③ 班会増やし

＊ 現在ゼロ班

＊ 一班ずつ、3班を目標に

作ります

＊ 班会を開くために世話

役を運営委員から選びま

す。

つながりを大切に! 地域の健康を守りましょう

３．2020年度、活動方針

＊ 年、2回を目標に交流会

（夏の交流会、忘年会か新

年会）を取り組み親睦を深

めます。

＊ バス旅行

10月～11月に温泉バス旅行

を支部独自で開催します。

昨年好評の松原温泉を軸に

調整します。

＊手配りさんありがとうの会

機関紙配達の感謝と親睦を

兼ねて開催します。会場は

新たな場所の検討もおこな

います。

菊田 始 大蓮東

姫野 光子 小路

田中 早苗 小路東

平井 克昌 小路

鳥井 睦美 小路東

村山 保 小路東

野口 洋子 小路東

４．総代紹介
生活協同組合ヘルスコープおおさか

第21回通常総代会、2020年6月28日

コープおおさか病院健診棟、10時開会

２．支部の親睦交流、独自企画など



2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

活動テーマ

「地域の人ともっと

つながりをもとう」

① 運営委員を増やそ

う、

増やすことはできま

せんでした。現在3

名体制となって

おり、元気な支

部活動を取り組むため

には体制強化は欠かせ

ません。

② 班会をふやそう

＊ 現在三班、（上田

班、藤井班、大坂班）

増やすための取り組

みはできませんでした。

③ 大腸がん検診の普及

＊ 200件目標で取り組んだが、

161件の到達にとどまりまし

た。診療所近くの条件を活

かし、訪問活動をすること

が重要です。

○ 10/13(日）平和健康まつり

いなり寿司の模擬店を出店

し、成功に向けて奮闘しまし

た。利益が16848円とし、平和

活動の資金とすることができ

ました。

また、仕込み作業には運営

委員の枠を超えて地域の組合

員さんに協力いただき、支え

られていることを実感するこ

とができました。

○10/26(土）支部懇親会

まつり模擬店に協力してい

ただいた組合員さんへの感謝

と支部の親

睦を兼ねた

懇親会を笑

福亭で行い

ました。こ

の会には14

名が参加し

ました。

○ 1２/9(月）

手配りさんあ

りがとうの会

機関紙は800部配達しており、

それを支える配り手さんは35

名になります。

感謝と懇親を兼ねて診療所

でおこない、22名の参加があ

りました。

新型コロナウィルス感染予防による活動自粛に
より、今年度は支部総会を開催することがで

きませんでした。
そこで、6月号の機関紙は支部ニュースとして支部
のまとめ、方針、役員体制をお知らせします。

１．2019年度、活動のまとめ

２．2019年度、親睦交流、文化行事など

10/13 、平和健康まつりで模擬店

地域を回って大腸ガン行動

ふれあい

生活協同組合ヘルスコープおおさか

田島診療所地区
〒544-0023
大阪市生野区林寺5-12-18

℡06-6711-3711

発

行

２０２０年６月 特別号

林舎支部ニュース



４課題目標は○ 20目標 19目標 19実績 18実績

○仲間ふやし 20 20 9 9

○増資件数 85 85 15 36

積立件数 30 30 25 26

○出資金ふやし 700 700 929 553

○班数 3 3 3 3

○班会回数 20 20 17 21

延べ参加 72

新班づくり 1 1 0 0

支部運営委員(実） 10 10 4 4

○新運営委員 6 0 0

手配り組合員 40 20 35 38

○手配りさんふやし 5 2 -3 -1

配達率 100% 100% 100%

健診紹介 30 30 11 16

大腸ガン 180 200 161 176

街頭回数 5 5 0 0

街頭チェック人数 0 0

延べ要員数 0 0

お元気訪問 40 40 34 32

そうめん販売 90 90 66 50

2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

３．支部運営委員

1.支部長 上田あや乃 林寺

2.会計 上田あや乃(兼任）

3.運営委員 若木 英二 林寺

4.運営委員 増田 朗 林寺

5.運営委員 大野富美子 林寺

１．2020年度の重点課題

① 運営委員をふやす

＊ 林舎支部の最大の課題

は担い手（支部運営委員）

を増やすことです。今期

は一人でも多く運営委員

になってもらうための働

きかけを重視します。

② 地域の健康を守る取り組

み

1.大腸がん検診

＊ 目標数を年間180件とし

ます。

＊ 支部としての統一行動

を設定して訪問対話をお

こないます。

2.街頭健康チェック

＊ 地域の人との接点をつ

くる場として街頭健康チェッ

クを取り組みます。

③ お元気ですか訪問

＊ 支部の組合員と対話し、

くらしの困り事や健康相

談を取り組みます。

地域の人ともっとつながりを持とう

３．2020年度、活動方針

＊ 夏の交流会、忘年会

まつりの模擬店には多くの

組合員が参加していただけ

ます。まつりの慰労を兼ね

て忘年会を開催します。

＊手配りさんありがとうの会

機関紙配達の感謝と親睦を

兼ねて開催します。

＊ バス旅行

単独開催は困難なため、

他支部と共同で企画する

ように検討します。

1.上田 あや乃

2.藤井 由子

3.増田 朗

4.若木 栄二

5.大坂 幸子

6.餅田 良子

7.竹中 久子

8.正内 彰子

４．総代紹介
生活協同組合ヘルスコープおおさか

第21回通常総代会、2020年6月28日

コープおおさか病院健診棟、10時開会

２．支部の親睦交流、独自企画など



2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

テーマ「みんなが寄り合う巽南」

支部会議などの参加を増

やすことはできませんでし

たが、バス旅行、配達者交

流会などでつながりを広げ

ることができました。

① 年に一度は学習会を開催

する

＊ この間毎年おこなってき

ましたが、今回は運営委員

の体制もあり実施すること

ができませんでした。

② 班会を年2回開催する

＊ カラオケ班を結成し、2

回の班会を実施しました。

③ お元気ですか訪問

してふれあいマップ

＊ 目標の40対話を

超え、45件の対話

ができ、地域

の声を集め、

医療生協の存

在を知らせる

事ができまし

た。

④ 健康チェックを

する

＊ 健康チェック

はできませんでした。これま

で町会の行事に合わせておこ

なって来ましたが、今期は取

り組めませんでした。

○ 4/21（日）支部総会

かごの屋で開催し、21名が

集まりました。支部総会の参

加は支部と地域のつながりを

表しています。

○12/13(金）忘年会

運営委員会の慰労を兼ねて

巽東昇龍で忘年会を行い、15

名が集まりました。

○10/27（日）大和平群バス

かんぽの宿大和平群

に送迎バスを使い21名

が参加しました。お湯、

料理とも好評で、継続

を考えています。

○ 1/20（月）新年会

巽南、鉄板焼き来夢

羅で11名が集まりおこ

ないました。

○ 10/13まつり模擬店参加

平和健康まつり成功に向け

飲み物コーナーを担当しまし

た。

○2/19 配達者交流会

かごの屋で開催、9名が集ま

り慰労と交流をおこないまし

た。巽南の手配り配達者は現

在17名、20名を目標に増やし

たい。今回不参加の人にはお

礼の品として洗剤を贈りまし

た。

新型コロナウィルス感染予防による活動自粛によ
り、今年度は支部総会を開催することができま

せんでした。
そこで、6月号の機関紙は支部ニュースとして支部
のまとめ、方針、役員体制をお知らせします。

１．2019年度、活動のまとめ

２．2019年度、親睦交流、文化行事など

10/13 平和健康まつり模擬店コーナー

10/13 平和健康まつりで模擬店

生活協同組合ヘルスコープおおさか

田島診療所地区
〒544-0023
大阪市生野区林寺5-12-18

℡06-6711-3711

発

行

２０２０年６月 特別号

巽南支部ニュース

ふれあい



４課題目標は○ 20目標 19目標 19実績 18実績

○仲間ふやし 10 10 5 3

○増資件数 30 30 7 9

積立件数 10 20 6 7

○出資金ふやし 450 450 302 227

○班数 2 2 1 0

○班会回数 18 2 1 0

延べ参加 3

新班づくり 1 2 1 0

支部運営委員(実） 10 10 2 3

○新運営委員 8 0

手配り組合員 20 10 17 16

○手配りさんふやし 3 2 1 -1

配達率 100% 100% 89%

健診紹介 25 25 0 3

大腸ガン 60 60 61 63

街頭回数 2 2 0 0

街頭チェック人数 0 0

延べ要員数 0 0

お元気訪問 40 40 45 27

そうめん販売 30 30 35 35

2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

３．支部運営委員

1.支部長 坂田 昭子

2.会 計 浜口 和子

3.運営委員 小寺 勲

4.運営委員 小寺 冨美代

5.運営委員 北尾 寿美子

6.運営委員 後藤 真弓

１．2020年度の重点課題

① 班会を増やす

＊ 現在のカラオケ班だけ

の体制からもう一班増や

して2反体制を確立する。

＊ 昨年２回の班会開催を

２班で６回を最低の基準

にする。

② お元気ですか訪問

＊ 毎年40対話以上が取り

組めているお元気ですか

訪問を、今年も40対話を

目標に奮闘する。

＊ コロナの状況の下でも

感染対策に留意しながら

顔を見ての対話で信頼関

係をつくる。

③ 地域の健康づくり

○ 大腸ガン検診 60件

○ 健診紹介 25件

○ 街頭健康チェック 2回

○ 健康学習会 1回

を目標に掲げ、地域の

健康と安全を守る取り組

みを重視します。

みんなで支え合う巽南

３．2020年度、活動方針

＊ まつりに模擬店を出店し、

まつり成功に向けて奮闘し

ます

＊ かんぽの宿大和平群へバ

ス旅行を取り組みます。

＊ 配達者交流会を開き労を

ねぎらうと共に、新たな担

い手づくりをすすめます。

＊ 忘年会、新年会など地

域の仲間が懇親し、仲良

くなれる取り組みをおこ

ないます。

1.坂田 昭子 巽南

2.小寺 勲 巽南

3.小寺富美代 巽南

4.北尾寿美子 巽南

5.後藤 真弓 巽南

6.浜口 和子 田島

４．総代紹介
生活協同組合ヘルスコープおおさか

第21回通常総代会、2020年6月28日

コープおおさか病院健診棟、10時開会

２．支部の親睦交流、独自企画など



2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

支部のテーマ あそび場を

軸にいきいき支部活動、仲間の

輪を広げよう

① 組合員を増やす

＊ 目標10人増やすに対して5

人にとどまった。

② 運営委員を増やす

＊ 増えていません。現在実

室６名、この間減っている。

新たな運営委員増やしに対象

者、声かけなどができません

でした。

③ あそび場利用者を広めて

いくため活動紹介をおこなう

＊ あそび場を利用している

班、サークルなどの交流をめ

ざした方針だったが、

できずに終わっている。

＊ あそび場の運営会

議もできて折らず、次

期への課題となった。

頑張った活動

○ 出張健診 11/2（土）

生野東団地、集会所にて

2回目の開催。事前のビ

ラ撒き、当日の訪問、お

手伝いに奮闘、7名の受

診者がありました。

○ 大腸ガン健診 支部

独自で統一行動を行い、普及

し回収しました。目標にわず

かに届きませんでいたが、地

域のいのちを守る取り組みに

奮闘しました。

○ 出資金増やし 目標を70万

円を大幅に超過する118万3千

円を達成しました。

○ 7/20(金）映画会

あそび場で「幸せの黄色い

ハンカチ」を上映、14名が参

加しました。

○10/26(土）温泉隊出発

地域の銭湯には行っ

てあそび場で交流する

企画でしたが、5名

（入浴3）の参加しか

無く、見直しが必要と

なりました。

○12/7(土）忘年会

源ヶ橋、中華料理の

紅龍で開催、24名の参

加で大成功、参加者からも好

評でした。

○10/13まつり模擬店参加

おでん、どて焼き、おにぎ

りを販売し、7000円の利益が

でました。久しぶりの黒字出

店となりました。

○ 1/25(土）配達者交流会

だんらんで開催、12名が参

加しました。参加できなかっ

た方にもお礼をしました。

新型コロナウィルス感染予防による活動自粛に
より、今年度は支部総会を開催することがで

きませんでした。
そこで、6月号の機関紙は支部ニュースとして支部
のまとめ、方針、役員体制をお知らせします。

１．2019年度、活動のまとめ

２．2019年度、親睦交流、文化行事など

生活協同組合ヘルスコープおおさか

田島診療所地区
〒544-0023
大阪市生野区林寺5-12-18

℡06-6711-3711

発

行

２０２０年６月 特別号

西１支部ニュース

11/2 出張健診で大腸ガンアピール

本通り商店街、だんらんで健康チェック

ふれあい



４課題目標は○ 20目標 19目標 19実績 18実績

○仲間ふやし 10 10 5 11

○増資件数 40 30 47 57

積立件数 40 20 34 32

○出資金ふやし 700 700 1183 893

○班数 10 2 8

○班会回数 80 2 59 78

延べ参加 705

新班づくり 2 2 0

支部運営委員(実） 10 10 7 7

○新運営委員 3 0

手配り組合員 30 30 23 30

○手配りさんふやし 7 2 -7 2

配達率 100% 100% 100% 100%

健診紹介 25 25 8 18

大腸ガン 150 150 141 143

街頭回数 3 2 5 1

街頭チェック人数 43 8

延べ要員数 16 5

お元気訪問 40 40 48 50

そうめん販売 30 30 31 50

2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

３．支部運営委員
1.支部長 中川 悦子

2.副支部長 川邊 乃生子

3.会 計 中川 元伸

4.運営委員 森原 由喜子

5.運営委員 植山 暁子

6.運営委員 増田 スナ子

7.運営委員 田辺 通子

8.運営委員 木谷 稔

１．2020年度の重点課題
① 組合員を増やす

いのち、くらしを守る運

動は多数により前進します。

② 担い手増やし

＊ 機関紙手配りさん増す

＊ 運営委員を増やす

支部活動の元気はたくさ

んの仲間の参加によって作

られます。

③ 大腸ガン検診150件

この運動は、16年161件、

17年149件、18年143件、19

年141件と少しずつ下がって

います。

再度、いのちを守る運動

として組立て直し、目標を

達成させます。

貴方の出番です! を引きだそう

３．2020年度、活動方針

＊ あそび場文化祭を取り組み

ます。

あそび場を使う班、サー

クルの発表と交流を兼ねて

取り組みます。9月～10月

の開催をめざします。

＊ 忘年会＆映画会

昨年好評場なとりくみを

継続してつながりづくりの

場とします。

＊ 支部レクを企画します

昨年の教 あそび場を使う

班、サーク訓を生かしてた

くさんの組合員が参加する

企画とします。

＊ 手配りさんありがとうの会

慰労と交流を兼ねておこ

ないます。

川邊 正生 生野西

中川 悦子 生野西

増田スナ子 林寺

中川 元伸 生野西

増田 美子 生野東

川邊乃生子 生野西

生西 敏子 生野東

４．総代紹介
生活協同組合ヘルスコープおおさか

第21回通常総代会、2020年6月28日

コープおおさか病院健診棟、10時開会

２．支部の親睦交流、独自企画など

支部活動のテーマ



2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

テーマ「楽しい活動で地域とつ

ながろう」

① 地域まるごと健康づくり

＊ 街頭チェック５回→4回実施

＊ 大腸ガン検診200件目標

到達152件

３月段階で残り100件のため、

修正目標を150件し達成をめざ

した。3月だけで50件を回収、

150件を達成すると

同時に前年実績も超

えることができた。

＊ 健診紹介年20件

9件の到達にとど

まった。

② 班づくり

＊ 新に2班を立ち上げる。

既存班のパッチワーク班は

参加者が少なくなったため活

動休止に、新にハングアウト

班ができ、三回開催した。

③お元気ですか訪問

＊対話目標40件

54件の対話を取り組むこと

ができた。

＊ 大腸がんも同時に取り組む

ほぼできなかった。

④担い手づくり

＊配達者を5名増やす 増やす

ことはできず、逆に2名のマイ

ナスとなった。

＊運営委員10名体制をつくる

2名増え11名（実質9名）体

制とすることができた。

ふれあい

生活協同組合ヘルスコープおおさか

田島診療所地区
〒544-0023
大阪市生野区林寺5-12-18

℡06-6711-3711

○ 7/27(土）夏の交流会

中川西あかい屋でお好み焼き

昼食交流会。12名が集まった。

○ 12/18(月）忘年会

林寺、笑福亭、中華料理交流

20名参加、生ビール樽を空に

することができた。

○ 2/22(土）配達者交流会

中川、中川会館、配達者の

慰労と交流を目的に開催、

○ 11/16(土）バス旅行

有馬温泉、かんぽの宿

東支部合同、西２参加27名

たくさんの参加があり成功

したが、場所は検討する。

○ 会議場所の変更

神崎宅会議室を利用して会

議を行ってきたが、使用不可

となったため北田支部長宅作

業場を活用させて

もらっい会議を行っ

ている。

○ たまり場づくり

会議室使用も含

めて、地域の空き

工場などを見学し

活用を検討したが、

改修に費用がかか

りそうなため実行できていな

い。引き続きたまり場探しは

続ける。

○ 趣味のサークル

増やすことはできなかった

新型コロナウィルス感染予防による活動自粛に
より、今年度は支部総会を開催することがで

きませんでした。
そこで、6月号の機関紙は支部ニュースとして支部
のまとめ、方針、役員体制をお知らせします。

１．2019年度、活動のまとめ

２．2019年度、親睦交流、文化行事など

10/13,、平和健康まつり模擬店

発

行

２０２０年６月 特別号

西２支部ニュース

11/16、有馬温泉バス旅行（東支部合同）



４課題目標は○ 20目標 19目標 19実績 18実績

○仲間ふやし 10 10 10 7

○増資件数 40 40 28 28

積立件数 20 20 13 20

○出資金ふやし 700 700 461 590

○班数 3 3 1 0

○班会回数 20 20 3 0

延べ参加 25

新班づくり 2 2 1 0

支部運営委員(実） 10 10 9 8

○新運営委員 1 2 2 -1

手配り組合員 50 50 36 38

○手配りさんふやし 14 14 -2 2

配達率 77% 83%

健診紹介 20 20 9 10

大腸ガン 150 200 152 139

街頭回数 5 5 4 5

街頭チェック人数 28 38

延べ要員数 15 18

お元気訪問 40 40 54 20

そうめん販売 60 60 31 30

2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

１．2020年度の重点課題

① 地域まるごと健康づくり

＊ 街頭健康チェック（大池橋、中川西）

月1回開催、毎月第２火曜日定例とする。

＊ 大腸ガン検診運動

年間150件以上の検体を回収する

＊ 健診紹介

20件以上の紹介を取り組む

② 班づくり

＊ ハングアウト班の継続、新に2班つく

る

③ お元気ですか訪問

＊ 対話件数を40件以上とする。

④ 担い手づくり

＊ 運営委員、実10名体制をめざす。

＊ 機関紙配達者を14名増やして50名体制

とし、配達率100％をめざす。

楽しい活動で地域とつながろう

３．2020年度、活動方針

２．支部の親睦交流、独自企画など

＊ 夏の交流会、忘年会を企画し、す

べての組合員に呼びかけます。

＊ 機関紙手配りさんのお礼と交流を

兼ねて「手配りさんありがとうの会」

を取り組みます。

＊ 秋にバス旅行を企画します。

＊ 平和健康まつりに模擬店を出店し

成功に貢献します。

＊ 支部独自のバザーを検討します。

＊ 地域のつながりを深めるため食事

会の開催を模索します。

３．支部運営委員

支部長 北田晴久

副支部長 西田清子

副支部長 村井崇人

会計 犬伏朱美

運営委員 飽田展子

運営委員 芝千枝子

運営委員 柴田記久永

運営委員 安井光江

運営委員 竹森純二

運営委員 廣畑 邦

運営委員 廣田美佐子

北田晴久 中川西

村井崇人 中川

飽田展子 勝山北

安井光江 中川西

広畑 邦 東住吉

竹森純二 中川西

好村ちづこ中川西

才原美津子 東大阪

４．総代紹介
生活協同組合ヘルスコープおおさか

第21回通常総代会、2020年6月28日

コープおおさか病院健診棟、10時開会



2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

テーマ「担い手を増やし、医

療生協のつながりを地域で

広げよう」

① 健康づくりの取り組み

＊ 大腸がん検診を支部独自

の取り組みとして30件回収する

今年度初めて民商健診と切

り離し独自集約の件数を成果

とした。結果、71件を回収し

目標を大きく超えた。予想以

上に田島診と地域のつながり

が見えた。

支部として電話掛け、普及

行動をおこない、一日で30件

の普及も大きな成果。

＊駒川街頭健康チェックを復活

支部運営委員の参加

者の確保ができず復活

できなかった。

② 担い手増やし

＊ 支部長、運営委員、

配達者増やし

増やせなかったが、交流会

参加者でつながりの芽ができ

た。

③ 地域とのつながりづくりを進

めます（班づくり／お元気訪問

／掲示板の設置）

北田辺地域に班会の可能性

はあるが足を踏み出せない。

お元気ですか訪問は10件対

話、対象範囲が広すぎ支部の

統一行動が困難

掲示板の準備は整ったが、

課題が後回しとなっている。

○ 8/27(火）夏の交流会

組合員さんの店、近鉄矢田駅

前の珈琲野郎で開催、12名が

参加した。

○ 1/14(火）新年会

東部市場駅前、弥平士

12名参加。新たな顔ぶれの参

加もあり、つながりづくりが

広がった。

○ 2/1(土）配達者交流会

杭全さとで開催、案内

が不十分だったため5名の

参加にとどまった。

○ まつり模擬店参加

10/13平和健康まつり成功

に向けゴム輪銃づくりと

射的コーナーを担当しま

した。

○ 支部のかたち論議

現状の２行政区で１支部は

運営が困難との認識は持ちな

がら、新たな展開を見いださ

ずにいます。

○ サークル、食事会、たまり場

づくり

手がかりがつかめずにいる。

現在開催できる見通しはない。

○掲示板設置 準備はできて

いるが設置に至っていない。

新型コロナウィルス感染予防による活動自粛に
より、今年度は支部総会を開催することがで

きませんでした。
そこで、6月号の機関紙は支部ニュースとして支部
のまとめ、方針、役員体制をお知らせします。

１．2019年度、活動のまとめ

２．2019年度、親睦交流、文化行事など

8/27、矢田照が丘、
珈琲野郎で夏の交流会

11/14、東部市場前、弥平士で新年会

生活協同組合ヘルスコープおおさか

田島診療所地区
〒544-0023
大阪市生野区林寺5-12-18

℡06-6711-3711

発

行

２０２０年６月 特別号

東平支部ニュース

ふれあい



４課題目標は○ 20目標 19目標 19実績 18実績

○仲間ふやし 10 20 4 7

○増資件数 40 40 16 13

積立件数 20 10 11 13

○出資金ふやし 600 600 633 280

○班数 3 3 0 0

○班会回数 10 10 0 0

延べ参加 0

新班づくり 3 3 0 0

支部運営委員(実） 10 10 5 5

○新運営委員 5 5 1 1

手配り組合員 30 25 22 26

○手配りさんふやし 8 5 -4 1

配達率 40% 30% 33%

健診紹介 20 20 6 3

大腸ガン 70 30 71 331

街頭回数 5 5 0 0

街頭チェック人数 0 0

延べ要員数 0 0

お元気訪問 40 40 10 6

そうめん販売 30 40 14 20

2020年6月号 年に一度の健康診断を受けましょう 田島地区支部ニュース

１．2020年度の重点課題

① 健康づくりの取り組み

＊ 大腸がん検診 支部独

自の目標３０を設定して運

動を推進します。

＊ 駒川駅前商店街の健康

チェックを運営委員の参加

で復活させます。

② 担い手ふやし

＊ 支部長、運営委員、機

関紙配達者をふやします。

③ 地域とのつながりづくりを

すすめます。

＊ 昨年度できなかった班

会づくり（北田辺地域を

視野に）

＊ お元気ですか訪問で地

域の声を集める

担い手を増やし、医療生協のつながりを地域で広げよう

３．2020年度、活動方針

＊ まつりに模擬店を出店し

ます。

＊ 配達者交流会を開催し、

配達者への感謝と交流をお

こないます。

＊ 支部と担当地域のかたち

を論議し、より活動しやす

い携帯を模索します。

＊ 夏の交流会、忘年会を開

催し、交流と団結、新たな

つながりづくりを強めます。

＊ 見せる活動として掲示板

設置の場所を複数ヶ所にし

ます。

＊ たまり場づくりを検討

し ま

す。

小土 光秋 今川西

小土 悦子 今川西

町谷 一男 瓜破西

岡崎 正之 杭全

堤 統彦 南田辺

渡部有子 照が丘矢田

川村 真智子 住道矢田

伊藤 一正 山坂

藤田 養真 田辺

中筋 訓子 東田辺

泉本 徳秀 長居東

４．総代紹介
生活協同組合ヘルスコープおおさか

第21回通常総代会、2020年6月28日

コープおおさか病院健診棟、10時開会

３．支部運営委員

1.支部長 浅野 純一

2.会計 井藤 一郎

3.運営委員 藤岡 俊夫

4.運営委員 岡田 光子

5.運営委員 小土 悦子

6.運営委員 町谷 一男

7.運営委員 山本のり子

8.運営委員 出口 和子

9.運営委員 松本 享子

10運営委員 岡崎 正和

２．支部の親睦交流、独自企画など


