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清瀬久留米支部結成 50 周年式典・祝賀会

みんな笑顔で仲間づくり

平和と労働会館で開催されました。元塩から 8 人、松竹は 7 人の参
加でした。講師は清瀬診療所の髙江洲さんと、土屋さんのお二方に

流行しているインフルエンザの話から始まり、生活習慣病やガン、

私も高血圧で、清瀬診療所から健康サポートを受けています。気

になる塩分の摂取量が 1 日 8g に対して私は 10g と多めでした。こ

の様な結果も尿検査で簡単に調べてもらえます。しかも 300 円です。
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食生活での注意点などを分かりやすく話して頂き、とても良い勉強
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