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わたしの兄弟である
この最も小さい者の一人にしたのは
わたしにしてくれたことなのである
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マタイによる福音書 25章40節

評議員選任・解任委員に就任して

「主に自らをゆだねよ」
日本医療伝道会 評議員選任・解任委員
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日本医療伝道会

衣笠病院外来ボランティア
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衣笠ろうけん開設 25 周年に向けての取り組み
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乳がん検診を受けましょう

関屋 生子

衣笠病院との出会いは、日本キリスト教団久里浜教会の掲示板の「こころを
聴くボランティア養成講座」のポスターでした。
「こころを聴く」ということ
ばに心惹かれ病院のチャプレン室にお電話をしました。中島チャプレンから
「も
う〆切りましたがどうしても受講したいのであれば正直な気持のレポートを提
出する様に」
と。いよいよ、
6 人でスタートしてからは毎回毎回目から鱗でした。
こころを聴くボランティアの人生を！と決めた、今から 30 年前の出来事です。
年を経て今、私は外来ボランティアとして正面玄関で沢山の方々との出会
いがあります。今日の出会いは神さまが下さった大切な方々です。一瞬の出会
いだったり、言葉を交わしたり…。その為に必要なものは「ご挨拶」から始ま
ります。ニッコリされる方、うなづかれる方、言葉で返される方、来し方行く
末を語られる方、迷惑そうな方、全てが今日の私の心の糧となっています。
そして今、自分の人生を振り返る時、最も大きな宝物は、どんなに努力して
も越える事の出来ない試練にあっても最後に「ゆだねる」所があるという事で
す。衣笠病院は、朝の礼拝に始まり、折にふれ「祈り」によって運営されてい
ます。二階の礼拝堂は開放され静かに一人祈る場としても与えられています。
この様な衣笠病院で活動出来ることは私の誇りです。いつまで活動出来るか
分からない年齢に成りましたが、全てを神さまに「ゆだね」その時が来るまで
喜びと感謝を共にさせて頂ければと「神さまどうぞみ心のままに用いて下さ
い」と祈っています。

衣笠病院

乳腺外科

兼

支援相談員

稲葉 洋

小池 彩華

医師

健康管理センターのマンモグラフィーが新しくなりました

な る こ

主に自らをゆだねよ 主はあなたの心の願いをかなえてくださる。
あなたの道を主にまかせよ。 信頼せよ、主は計らい
あなたの正しさを光のように あなたのための裁きを
真昼の光のように輝かせて下さる。 （詩編 37 編 4 ～ 6 節）

衣笠ろうけん 事務課長

衣笠病院
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放射線技術科

熱中症の予防
衣笠病院

副病院長

兼

診療放射線技師

診療部長

岩田 啓吾

衣笠病院院内保育園について
法人事務局
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総務課主任

関森 陽子

近隣教会のご紹介

日本キリスト教団

茅ヶ崎南湖教会

今月の聖句

日本キリスト教団 茅ヶ崎南湖教会
牧師 秋間 文子
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2019 年度 看護部新入職員研修を担当して
衣笠病院 東館 5 階病棟看護師長
看護部教育委員会担当 小菅 理恵

ボランティア感謝会報告

衣笠病院長瀬ケアセンター 事務職員
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山田 恵

新任ドクター紹介 2019
定年を迎えた皆様

8

衣笠ホームの喫茶オリーブが
リニューアルオープンしました！
看護フェスティバル開催
衣笠病院創立 72 周年記念感謝祭開催します！
行事カレンダー

プロフィール

1935 年大阪で生まれる
終戦後父の赴任先ハルピンより最後の引揚者として帰国
大分県別府で中学・高校を過ごす
西宮聖和保育科（現在関西学院と合併）卒業後大分・葉山・横浜本牧の教会附属幼稚園で勤務。
子育てが終わり横浜市立中村小学校訪問学級（日本初の重度肢体不自由児）や横浜児童相
談所・子ども医療重度心身障害児施設で非常勤として勤務。
「こころを聴くボランティア養成講座」受講後、衣笠病院グループの、ろうけん・老人ホーム・
病棟・ホスピスでボランティア活動をし、
数名の仲間とボランティア「衣の会」を立ち上げる。
2018 年 10 月より 社会福祉法人 日本医療伝道会 評議員選任・解任委員

神田 眞世

2019 年度新入職員のみなさんと
はいチーズ

特

集

衣笠ろうけん開設25周年に向けての取り組み
衣笠ろうけん
1995
（平成 7）
年 7 月、横須賀市内で初めての介護老人保
健施設「衣笠ろうけん」が開設されました。神奈川県内で

事務課長

兼

支援相談員

稲葉 洋

今まで見えなかった点が浮かびあがり、在宅復帰への障害
が取り除けるのではと、効果が期待されています。

も 18 番目の開設であり、当時はまだ老健という施設は目新

地域で生活する要介護、要支援者に対しても、通いでリ

しく、一般的にも殆ど認知されておりませんでした。オー

ハビリの提供を行う「通所リハビリテーション」、短期間の

プニングスタッフの中にも、老健での経験者は居らず、手

施設入所でリハビリの提供を行う「短期入所療養介護」に

探りで一つずつ求められる姿を模索しながら、気がつけば

より在宅生活を支援し、2017
（平成 29）
年には、自宅へお

今年で開設 24 年。来年はいよいよ四半世紀を迎えます。

伺いしてリハビリの提供を行う「訪問リハビリテーション」

開設当時は、市内の老健といえば当施設しかありません

も開設し、
地域のニーズに応えるべく尽力してまいりました。

でしたが、現在は 9 施設に増加しています。老人保健法に

現在厚生労働省では、諸外国に例を見ないスピードで高

基づき運営をしていたものが、2000
（平成 12）
年からは介

齢化が進行している現状に対し、
「地域包括ケアシステム」

護保険法が根拠法となったり、施設を取り巻く環境はこの

の構築が推進されています。これは、高齢者の尊厳の保持

24 年で目まぐるしく変化致しました。しかし、初代施設長

と自立支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、

である早川道夫先生の掲げた「在宅復帰・支援」の理念は、

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよ

変化することなく脈々と受け継がれ、看護師・介護職員・

う地域の包括的な支援・サービス提供体制を整えようとい

リハビリ・管理栄養士・介護支援専門員等、多職種が共同

うものです。正に、老健の理念である「在宅復帰・支援」

で介護計画を作成し、御入所者・その御家族と向き合って

に合致した内容であり「衣笠ろうけん」が、迷う事無く進

まいりました。

んできた方向は、決して間違いではなかったと自負してお

今年度は、更なるサービスの質向上を目指し、居室担当

ります。

制の導入を企画しています。ユニットケアにおける、入所

今後も、早川先生が示してくださった道を、現施設長前

者の尊厳ある生活を保障する「個別ケア」の考え方を、従

川喜平先生と共に、施設一丸となって歩んで行きたいと思

来型の施設である「衣笠ろうけん」に導入しようという試

います。開設 25 年、50 年、そして 100 年に向け、引き続

みです。御入所者、お一人おひとりをより深く知ることで、

き御支援、御指導の程、宜しくお願い致します。

ろうけん入口付近
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ろうけんのご入所者の方と

医療の現場から

乳がん検診を受けましょう
衣笠病院

乳腺外科

医師

小池 彩華

今回は乳がん検診についてお話ししたいと思います。乳

超音波検査も乳房内のしこりや、わきのリンパ節の腫れ

がんは年々罹患する人が多くなっており、今や 11 人に 1 人

を調べることができます。マンモグラフィで高濃度乳腺と

が乳がんになる時代です。30 代から増加し、40 歳後半～

言われた人は超音波検査も併用すると小さいしこりが発見

50 歳にピークを迎える比較的若い人に多いがんです。ただ、

できることがあります。仰向けで受けられ、放射線被曝や

外来をしていると「歳とったから、
乳がんにはならないと思っ

疼痛はないので、体の負担が少ない検査になります。

た」とよく言われますが、年齢が上がっても乳がんになる

検診で異常を指摘されたら、すみやかに乳腺外科外来を

可能性はあります。また、
「家族に乳がんの人がいないから、

受診してください。検診で引っかかったからといって、必

自分はならないと思った」とも言われます。確かに遺伝が

ずしも乳がんということではありません。外来ではさらに

原因で乳がんになる人もいますが、8 ～ 9 割は遺伝が原因で

精密検査をし、必要に応じて、病理検査を行うことで乳が

はなく、偶然になる人がほとんどです。乳がんは罹患する

んかどうかの診断をします。乳がんと診断されたら、主治

人は多いですが、早期に発見して、適切な治療をすれば完

医と治療方法について相談しましょう。今は、治療の選択

治を目指せる予後が良いがんです。今のところ、画期的な

肢がたくさんあり、自分にとって適切な治療を選ぶことが

乳がんの予防法はありません。そのため、乳がん検診を受

大切です。『知り合いの人がホルモン療法だけだったから、

けることが重要になります。

自分も抗がん剤は必要ない』
とならない場合もあります。個々

マンモグラフィは乳がん死亡率を減少させることができ

に応じた治療が最も大切なのです。

る検診方法です。当院でも、マンモグラフィを用いた検診

早期に診断され、適切な治療を行えば、乳がんは完治を

を行なっています。マンモグラフィは微細石灰化や腫瘍を

目指すことができます。日本の乳がん検診は海外に比べると、

写し出すことで、より早期に乳がんの存在を発見できます。

受診率は 20% と低いのが現状です。まずは 2 年に 1 回は乳

乳房を圧迫して撮影するため、
痛みを伴うことがありますが、

がん検診を受けましょう。そして、何か不安なことがあり

閉経前であれば生理 1 週間前を避けると痛みが軽いことが

ましたら、いつでもご相談ください。

あります。

健康管理センターの
 マンモグラフィーが新しくなりました
衣笠病院

放射線技術科

診療放射線技師

神田 眞世

健康管理センターの乳房 X 線撮影装置
（マンモグラフィー）
が新しくなりました。Canon 社製の Pe・ru・ru という装
置です。最新のマンモグラフィー装置で、白くてつるんと
した丸っこいフォルムです。フラットパネルというものを
搭載しており、カセッテ
（フィルムケース）
の交換はしなくて
よくなりました。さらに画像の描出が格段に美しく速くなり、
受診者さんを待たせる時間も少なくなりました。また乳房
を圧迫する際もゆっくり押すことにより、
痛みの軽減に繋がっ
ています。検査は乳房撮影の認定技師を中心にほぼ女性技
師で対応しています。
当院は横須賀市の乳房検診
（2 年に 1 度）
の件数が他院より
多く、多数の市民に利用していただいています。乳がんは
女性のがんの 1 位です。検診を受けましょう。
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熱中症の予防
衣笠病院
6 月になり随分暑くなってきました。熱中症の季節です。
皆さん体調に気をつけて夏を乗り切りましょう。

副病院長

兼

診療部長

岩田 啓吾

（4）体調を整えるため、睡眠を充分にとる。
（5）
定期的に休憩し体温を充分に下げる。
（6）
体感温度を下げるために

【熱中症が起こるメカニズム】
身体の中では熱産生と熱発散のバランスがとれています。
このバランスが崩れたとき、熱中症が起こります。気温の
上昇に伴い発症のリスクが高まってきます。また、気温は

日射を防ぐ、通風を確保する、扇風機を作業方向に向
ける、スポット冷房する、作業服の内部へ送風する、
冷却剤を利用するなど工夫を。
（7）
高齢者の留意点

高くなくても湿度が高い状況では、汗による熱発散ができ

めまいや食欲不振などで来院する降圧剤服用高齢者で

ず室内外問わず発症します。

腎機能が急激に悪化している場合、過降圧のことあり。

カゼなどの発熱と異なり、身体に熱がこもった状態であ
り解熱剤はまったく効きません。

高齢者は食べられないときや下痢をしているときでも
薬だけは飲む。
→脱水から腎不全になるリスクあり。

【予防の要点】
（1）
運動、就労前におなかの負担にならない程度にできる
だけ多くの水分を摂る。
（2）
発汗によって失った水分と塩分の補給をこまめに行う。
スポーツドリンクなど塩分と糖分を含んだ飲料水も可。
ただし、運動をしていない状況で多量に摂取するとペッ

逆に、利尿剤を飲んでいる高齢者は「水を飲みなさい」
と言われるとがんばって水を飲んで、塩分不足から低
ナトリウム血症になるリスクもあります。
（8）
ゴールデンウイーク頃からの気温上昇に、身体をなら
していくことが夏に向けて大切。

トボトル症候群
（急性の糖尿病状態）
の危険あり。
（3）
塩分の補給には味噌汁やスープなど、塩気の感じられ
る飲料が体液と成分が近く最適。水だけでは体内の塩
分濃度が薄まるうえに、身体がそれに反応し塩分濃度
を元に戻すためオシッコを増やし、結果的に脱水とな
ることもあり。

衣笠病院院内保育園について
法人事務局
衣笠病院にはシオン保育園という院内保育施設がありま
す。こちらの保育園は、衣笠病院を出て道路を渡ってすぐ
の場所にあります。衣笠病院グループで働いている医師、

関森 陽子

園先の幼稚園の送迎バスが来ていますので、保育園に預け
ながらそれぞれの幼稚園に通うこともできます。
衣笠病院にはこのように保育施設が充実していますので、

看護師を対象に現在 0 歳児から 5 歳児までの 28 名のお子

子育てをしながらでも安心して働く事ができます。当院へ

さんが利用しています。

就職希望の方は、一度見学にお越しください。お待ちして

また、学童保育も実施していて対象の児童は小学校 1 年
生から 6 年生までです。
保育園ではクリスマス会やハロウィン、
ピクニック、
プー
ル遊び等楽しい行事もたくさん行っています。春休み、夏
休み、冬休み等の長期休暇期間中のみの利用や土日のみの
一時保育も実施しています。また、こちらの保育園には通

4

総務課主任
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おります。
【保育園の概要】
○開 室 時 間
○日中保育時間
○夜間保育時間
○問い合わせ

24 時間
8：00 ～ 17：30
16：00 ～翌 9：30
046-852-1182（代）
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近隣教会のご紹介
戦前、この地には結核療養所の
「南湖院」
がありました。医師・
高田畊安の深いキリスト教信仰から生み出された、当時「東
洋一」と謳われたサナトリウムです。そこから生まれた茅ヶ
崎教会（前号＜ 471 号＞参照）では、この施設跡の一隅に、
いつか教会を建てたいとの願いを温めてきましたが、祈り
が聞かれ、1992 年にその土地が献じられて、翌年伝道所
が開かれました。29 名の信徒が茅ヶ崎教会から転籍し、初
代牧師には同教会の木下芳次牧師が茅ヶ崎教会を辞して就
任しました。
2 年間木下牧師と一緒に牧会した後、2003 年に主任者
を引き継いだのが現在の秋間文子牧師。大学時代には社会
福祉を学ばれました。
「学生の頃専攻した『地域福祉』って、
とても教会の大切にしてきた考え方に近いと、最近改めて
思うんです。みんなで支え合うって」と秋間牧師。
「この教
会は本当にいろんなことを自由によく話す雰囲気です。不
思議と高齢の方も
集まってくれます
し。教会は人なの
ですね」と居心地
のよさを請け負わ
れます。
「それ（“ まこと
の 教 会 ”） が 目 指
す処のものは、神

今月の聖句

日本キリスト教団
茅ヶ崎南湖教会

中心の信仰にかた
く立ち、キリスト
の主権に服従する
ことである」
（茅ヶ
崎南湖教会宣教基
本 方 針 1995 年
制 定 ）。 神 な ら ぬ
ものを神とする世
の中で、私たちの
とどまるべき場
所はどこか―。礼拝ごとにドイツ製の鐘を街に鳴り響かせ、
南湖の地にあって信仰を引き継いでいます。
（衣笠病院グループチャプレン 大野 高志）
■牧
師 秋間 文子
■礼
拝 毎週日曜日 午前 10 時 30 分
■子どもの礼拝
毎週日曜日 午前 9 時
■聖書研究祈祷会
水曜日（第 3 以外） 午前 10 時
■キリスト教入門講座
第 1 日曜日 午前 9 時 30 分
所在地：茅ヶ崎市南湖 6 － 17 － 8
TEL：0467 － 85 － 2663

どうか、
御父が、
その豊かな栄光に従い、
その霊により、
力をもってあなたがたの内なる人を強めて、
信仰によってあなたがたの心の内にキリストを住まわせ、

日本キリスト教団
茅ヶ崎南湖教会

あなたがたを愛に根ざし、
愛にしっかりと立つ者としてくださる

牧 師 秋間 文子

ように。

「内なる人を
強められて」

（エフェソの信徒への手紙3章16〜17節）

私たちは、人と関わることで多くのことを教えられます。旧約聖書に出てくるモーセは食べ
物も水もない荒れ野を旅する中、人々から不平をぶつけられることで自分の傲慢に気づきま

す。独りでいればそういう自分の嫌な面を形にすることもなく心穏やかに信仰深く過ごすこともできたでしょうが、問題に直
面し解決を探る中で、神様に素直に従えない自分に気づくのです。そのような私達人間が招かれ集められたのが、教会です。
教会という場において、
「主イエス・キリストは罪ある者を誰一人見捨てない。十字架に架かられたキリストが執り成してく
ださるから、人間たるものがいかに罪深くても絶望することはない」ということを味わうのです。
神様は、私たちの内なる人を強め、キリストを私たちの内に住まわせてくださると言います。
「地域福祉」の実習先で、一
人暮らしの方が地域で暮らすにはキーパーソンの存在が大きいことを教わりましたが、キリストこそ私達にとって「見えない
キーパーソン」です。私たちの根底を支え、生きる力を下さいます。
「内なる人」を強めてくださって、愛が枯渇する私たち
の中で、愛を湧き出させる泉として、私たちの内に居てくださいます。だからこそ、教会（牧師）は、信徒が地域で暮らす上
でのキーパーソンとして用いられるのだと思います。その方を囲むケアマネジャーの方、デイサービスの担当者と話をし、家
族との関係に心を配るというのは、教会が普段なしている「牧会」というものですが、そういう関わりの中で、私達は、隣人
を愛することを学び、同時に、隣人から愛されることを学んでいるのです。
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告

2019年度 看護部新入職員研修を担当して
衣笠病院

東館5階病棟看護師長
看護部教育委員会担当

小菅 理恵

今年度、衣笠病院の看護部には3 名の新卒看護師と6 名の

2名、薬剤師1名、診療放射線技師1名、理学療法士2名、作

既卒看護師が入職しました。看護部では、
「衣笠病院の運営理

業療法士1名の計16 名の新入職員の参加がありました。職種

念に沿った職員として成長し、協働するための知識・技術を学

によっては、今迄学んだことがなかった内容を、研修生参加型

ぶ」事を目的とした新入職員研修を例年企画・運営しています。 の実技を交えた研修を通して、打ち解けた雰囲気のなかで学
1日目は、衣笠病院グループ法人主催の研修に参加し、2日

び合うことができました。多職種が同じ席で、同じ内容の研修

目以降に看護部企画の新入職員研修に参加して頂いています。 を受ける事により一体感が生まれ、職種を超えて患者を支援し
病院は、多くの職種が各々の専門性を発揮して、対象となる人

ていく事の大切さを学べたという感想を聞く事ができました。

への医療技術を安全に提供する役割があるため、
「職種を超え

新しい環境に緊張している新入職員同士が “あの時 ”として

て協力しあい、病める人を支える」ことを研修の重点目標にあ

この日の研修を記憶し、連帯感を持って衣笠病院グループの目

げています。この

指す「全人医療・

重点目標に向かっ

全人介護」の担い

て看護部でも、多

手として、また今

職種合同の研修を

から始まる令和時

1年間企画・運営

代を牽引する人材

しています。今年

として、活躍でき

度は、看護部新入

るための支援を今

職員9名と他の職

後も続けていきた

種からは、事務職

いと思います。

ボランティア感謝会報告
衣笠病院長瀬ケアセンター
2019 年 3 月 9 日（土）衣笠病院グループのボランティ
ア感謝会を開催しました。衣笠病院グループ内の施設でボ

事務職員

山田 恵

けをし、
一緒に歌うなど会場一体となって盛り上がりました。
各ボランティアグループの紹介では他施設でのボランティ

ランティア活動をして下さっている皆様にお集まりいただき、

アの活動内容に興味をもって聞いておられたボランティア

心温まる楽しい時間を過ごしました。

の方々もいらっしゃいました。ボランティアの皆様の日々

第 1 部は横須賀学院前院長で当
法人の評議員でもある井苅 堯子

の活動に支えられ、今後も衣笠病院グループが活動できる
ことを改めて感謝します。

先生をお招きしてご講演いただき
ました。
「ボランティア精神の神
髄は “ 隣人愛 ” の実践」をテーマ
にご自身の豊かな経験から愛のあ
るお話をされました。第 2 部では
井苅堯子先生

茶話会にて病院グループ職員によ

る演奏が行われました。フルート：佐野 かず江（相談・支
援センター次長）
、
マンドラ：柏瀬 祐子（相談・支援センター）、
ギター：森田 兼行（衣笠ろうけん事務長）の演奏はとても
素敵で楽しく会場にいる職員も含め、ボランティアの皆様
も聞き入っている様子でした。演奏中も会場の皆様に声か
6
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感謝を込めた職員による演奏

任 ド ク タ ー 紹 介
新 任 ド ク タ ー 紹 介
内科医師

新たにお迎えした先生にお伺いしました…
①出身地 ②出身大学・専門分野 ③趣味 ④心掛けていること

南 次郎

整形外科医師

①神奈川県三浦郡葉山町
②東邦大学医学部・東京慈恵医科大学大
学院 内科一般・血液内科
③読書・スポーツ鑑賞・音楽鑑賞
④患者さんの話をよく聴く事と、親切・
丁寧・誠実をモットーにしています。

外科主任医長

耳鼻科医師

佐治 攻

小林 博通

衣笠病院 放射線技術科技師長代行
勤続 33年余
神田 眞世さん

①石川県金沢市
②札幌医科大学
内科・リハビリテーション科・神経内科
③ドライブなど。スポーツ・音楽などはた
しなむ程度
④患者さんの話を聞くことなどにより、
一番強いニーズを知るようにしています。

あなたの出で立つのも帰るのも 主が見守ってくださるように。
今も、そしてとこしえに。

衣笠病院 病床管理室長補佐
勤続 28年余
小川 芳基さん

衣笠病院 手術・中央材料室師長
勤続17年余
加藤 久子さん

馬渕 一徳

リハビリテーション科医師

①新潟県長岡市
②聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科
③ドラマ鑑賞・釣り
④患者さんはなかなか御自身で病態はもち
ろん、症状を把握することができないの
で様々な情報（主訴や身体所見、検査
所見など）を用いて診断することを心掛
けています。

3月定年を迎えた皆様

鴨志田 梨沙

①北海道名寄市生まれ
神奈川県厚木市育ち
②北里大学・横浜市立大学 耳鼻咽喉科・
頭頸部外科教室所属 耳鼻咽喉科一般
③花火を見ること。季節の旬の花を見に行
くこと。ラーメンを食べに行くこと。
④親身になり、患者さんに寄り添った診療
を心掛けています。

①神奈川県横浜市
②聖マリアンナ医科大学
消化器（主に上部消化管）
・一般外科
③自転車・ハイキング・登山
④出来る限り、大学病院と同等の医療を提
供したい。

外科医長

遠田 七彩

①栃木県下野市
②聖マリアンナ医科大学 整形外科
③食べること・キャンプ・サーフィン
④どんなことでも困っていることを、伝え
やすい雰囲気にすること。

詩編 121：8

衣笠病院 感染制御担当
勤続 25年余
谷田部 千鶴子さん

衣笠病院 看護助手
勤続11年余
島 京子さん

衣笠病院 看護師
勤続 24年余
佐久間 眞里子さん

長瀬ケアセンター 介護福祉士
勤続10年余
髙野 ますみさん
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元気パン coneru ひらめき喫茶店
4 月4日（木）に喫茶オリーブが新装開店しました。今
年から元気パンさんにお手伝いして頂き、
「元気パン

また、入居者用として蒸しパンもご用意していて、蒸
しパンセットで200円となっております。

coneruひらめき喫茶店」として毎週木曜日の12：00〜
15：00に営業しております。

まだ始まったばかりで運営方法もメニューも手探り状
態ですがお立ち寄りの際は是非ご賞味ください。

メニューはホットサンドがメインで、元気パンさんの
その日の“ひらめき”でホットサンドの中身が違ってきます。
この日は、あんマーガリン・オレンジジャム・たまごサ
ラダでした。その場で作ってくれるので熱々でとてもお
いしいです。
値段はホットサンド単品で 300 円、コーヒー単品で
150円、セットで400円となっています。

行事カレンダー
★都合により変更となる場合もあります。ご了承ください。

●ホスピス緩和なんでも相談日（無料）

毎月 第 1・第 3 水曜日 9：00 〜 11：30
総合受付でお声かけください
お問合せ：046-852-1182 ㈹ 医療福祉相談室

看護フェスティバル開催
日 時：6 月 11 日
（火）
・12 日
（水） 9：15 〜 11：45
場 所：衣笠病院 1F ロビー
体脂肪測定、血圧測定、身長・体重測定、血管元気度
看護師・薬剤師・管理栄養士・医療ソーシャルワーカーに
よるヘルスチェックや無料相談コーナーもあります。
お問合せは 046-852-1182（代）へ

●パイプオルガンミニコンサート（約 20 分）

場所：衣笠病院正面玄関ロビー
第 279 回
6 月 22 日（土） 15：00 〜演奏：齊藤 千賀
第 280 回
7 月 27 日（土） 15：00 〜演奏：木下 郁子
第 281 回
8 月 24 日（土） 15：00 〜演奏：濵 裕子

編集後記

衣笠病院創立 72 周年
記念感謝祭開催します！
日 時：8 月 3 日
（土）16：00 より
場 所：衣笠病院敷地内
創立 72 周年の感謝をこめて、今年も盛り
だくさんの内容を企画中です。
皆さまお誘い合わせのうえお越し下さい。

ですが、通勤は大変です。梅雨を乗り
切るために、今年はレインコートを着
て長靴をはいて、きれいに咲いている

元号も令和になり、季節もすでに6
月梅雨の時期になりました。毎日雨が
降り、家の窓から見ている雨はいいの

8
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紫陽花を眺めるような、余裕を持った
通勤をしたいものです。
（M.S.）
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