
利用者さんも職員もサンタや
トナカイになり、クリスマスを
楽しみました。
歌や料理、プレゼントに各施設
が笑顔で溢れました。

そーっと…

作業
療法科

スキナ
ヴィラ水口

保育所

枕元に
プレゼントを

ステキな
盛り付け♪

みなくち笑い隊の
舞台に大盛り上がり！

サンタさんと
トナカイさんが

登場☆

一般社団法人水口病院

〒528-0031

滋賀県甲賀市水口町
本町2-2-43

病める人にやすらぎと生きる力を
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僕のブログ
も見てね！



文化祭

　11月6日～11月30日　患者さんの作品を展示。編み物や塗り絵、集団作品
など芸術の秋にふさわしい作品が並び、職員も感心していました。

いろんな生き物を
見ました

アシカショー！
力をこめて…

　10月30日　鳥羽水族館へ。
これで近隣にある水族館は完
全制覇しました。

　12月28日　臼と杵でついた、つきたて
のお餅をおいしくいただきました。

デイケア

バス旅行

もちつき
大会

おいし〜☆

カ
ー
ド
無
し　

ケ
ー
タ
イ
無
し
で　

被
害
無
し

俳
句
・
川
柳
部
門
　
最
優
秀
賞

おいしそう…

かわいい親子

ぬりえ

トラのめがね
スタンド

売り物の
ような

出来栄え☆

2年間の大作

バラエティー
豊かな

作品たち



　11月8日　年長組の園児さんと一緒に歌を歌い手
遊びをして元気をたくさんいただきました！

スキナヴィラ甲賀　水口東保育園との交流会

お返しも☆

子どもたちとの
ふれあい♪

　11月29日　それぞれの家庭の作り
方で、全く同じ材料にも関わらず、4
つのテーブルそれぞれで違う味に仕
上がりました。

作業療法科

味噌汁

づくり

　主に希望者を対象に週1回開催し
ています。12月25日には年間成績の
優勝者を含むメンバー全員の表彰を
行いました。

スポーツ

プログラム

　1月23日　絵かるた、いろはかる
た、五十人一首の三部門に分かれて
行われました。読み手の声に反応し
て勢いよく札をとっていました。

おいしくな〜れ☆

年間表彰式
よく頑張りました

院長から表彰☆

風船バレー

心のこもった
プレゼント

家庭の味が
再現されました

カルタ大会

いろはかるた
何枚取れるかな



スキナヴィラ甲賀　避難訓練

　11月14日　備えあれば憂いなし。利用者さんの避難誘導方
法や通報など確認しました。

利用者さんに
パス

高校生インターンシップ

介護福祉士国家資格取得支援事業

　いよいよ国家試験目前！最期のラストスパート！

　スキナヴィラ水口・甲賀にて介護職を目指す皆さんの介護体験を受け入れました。

日野高校

甲南高校

介助の仕方を
学びます

的を狙って
発射！

打ち合わせは
入念に

本番と
同じスケジュールで

模擬試験

毎週勉強会を
開催

先輩介護福祉士
手づくりの

教材☆



　11月13日　地域の皆さんをお招きし、スキナヴ
ィラ甲賀見学会を実施しました。

　11月10日　「ケアニン」
は介護福祉士さんの奮闘
を描いた映画で、高齢者介
護医療について振り返る
良い機会となりました。

水口町山ふれあいサロン見学 『ケアニン』上映会

入所者さんの
作品に見入って

いました

　11月8日　高校生の皆さんが考える甲賀圏域の医療・介護などの問題を職員とディスカッション。

水口東高校『甲賀探究』授業

高校生とは
思えない

鋭い切り口

テーマ
『健康寿命を
延ばすには？』

皆さん熱心に
質問がありました

涙が止まりません

高校生の疑問に
答えます

当院ケースワーカーが
講演しました



事務職員	 西田　　憲司
精神保健福祉士	 谷口　麻有子
精神保健福祉士	 石田　　修二
看護師	 與那城真衣子
看護師	 垣野　　直也
事務職員	 岡　　　章子

ケアワーカー	 永川　美代子
看護師	 竹若　　牧子
看護師	 奥田　加代子
ケアワーカー	 神崎　　善正
介護福祉士	 中井　　良二
看護師	 平岡　　園美

～簡単もちもち大根もち～

台湾の朝食メニュー

『おでん』がおいしい季節になりましたね。その中

でも味のしみ込んだ大根は格別なもの。そんな大

根を煮物だけにしておくのはもったいない！そこ

で、今回は台湾の朝食メニューである『大根もち』

を紹介します。本来は蒸して焼いてと手間が掛か

りますが、蒸す工程を省いた簡単バージョンです。

大根……………… 10センチ　
ベーコン……ハーフサイズ2枚
青ねぎ……………………1本
サラダ油………………… 適量

片栗粉…………………大さじ3
砂糖………………… ひとつまみ
塩…………………… ひとつまみ
鶏がらスープの素……小さじ1/3
コショウ…………………… 少々

①…大根は皮をむいてすりおろし、ザルに入れて水気をきっておく。ベー
コンはみじん切りにし、青ねぎは小口切りにしておく。

②…ボウルに大根おろし（水切り後１５０ｇ程度）とベーコン、青ねぎ
（2/3量）を入れ、☆を加えて混ぜる。

③…卵焼用フライパンを火にかけて中火で熱し、少し多めのサラダ油を敷
いて②を1センチほどの厚みになるようにして焼く。

④…裏面に焼き色が付いたらひっくり返してまわりから少量のサラダ油を
流し入れ、フライ返しなどで少し押さえつけて両面こんがりときつね
色が付くまで焼く。

⑤…食べやすい大きさに切ってお皿に盛り付け、上から青ねぎを飾ったら
出来上がり！！

＊そのままでも充分ですが、お好みでポン酢をつけてもおいしいです。
＊ベーコンの他、ハムやツナ、桜えびなどを入れてもよいでしょう。
＊小さな円状に焼けば、切る手間が省け、洗い物も少なくて済みます。

【材　料】 （作りやすい分量 ： 卵焼用フライパン1枚分）

【作り方】

滋賀県病院協会　表彰 （滋賀県病院大会）

緊張しながらも
堂々と発表

　10月27日　日頃の看護での取り組みをまとめ発表をしました。

院内研究発表

☆

当院自慢の
若手看護師！

おめでとう
ございます

永年勤続会長表彰（15年以上）

優秀職員会長表彰　精神科デイケア　看護師　中島　京子



支援センターしろやまには“しろやまアトムス”という精神障がいを

持つ方のソフトバレーチームがあります。20代から60代まで幅広く参

加しています。練習では基礎から教えます。経験が無くても勿論大丈

夫です！！体を動かしたい方、バレーが好きな方、ちょっと気になる

方、一度練習に来てみませんか？見学だけでも可能です！お気軽に支

援センターまでお問い合わせ下さい☆

バレーメンバー募集中！！ バレーメンバー募集中！！ 練 習 日 時

金曜日　15：30～17：00

場　　　所

水口体育館

持　ち　物

体育館シューズ、または室内用運動靴

毎月、料理やカラオケなど様々なプログラムを用意して

います！

プログラムカレンダーも発行していますので、お気軽に

お立ち寄り下さい。

開所日時/
土 日 祝/
住　　所/
電話番号/

平日13：00～17：00　
10：00～17：00
〒528-0031  滋賀県甲賀市水口町本町2-2-27
0748-62-8181

定 休 日/ 水曜日

支援センターしろやま支援センターしろやま
しろやまコミュニティハウスとは？
…地域で暮らす、自立の為の生活訓練事業所です。住まい

と活動の場を提供し、社会への復帰や地域での自立した

生活の準備をする施設です。

※住所・電話番号は左記支援センターと同じです。

　利用に関する事や、気になる点などございましたら

　お気軽にお問い合わせください。

しろやまコミュニティハウスしろやまコミュニティハウス

しろやまだより 　11月23日　今年はしろやまサロンの方だけではなく、病院・他の支援センターから
も遊びに来て下さいました☆ジェスチャーゲームやクイズなど、たくさんの笑い声が響
く楽しいひとときでした（^^)/♪

　お馴染みのソフトバレーに加え、11月よりフットサルのプログラムを始めました！経験者、
初心者問わずみんなでワイワイ楽しく、病院のコートにてプレーしています！ご興味のある
方はお気軽に支援センターまでお問い合わせ下さい！

ゴールを狙え

最後は景品も…♪

みんなで
ワイワイ♪

16周年

パーティー

フットサル

シュート！



【病院関係】
◦11月22日　ニプロホール
　平成30年度退院支援機能強化事業　全体研修会
　　「在宅支援を推進する多職種の役割と連携のありかた」
　　　與那城	隆幸	看護師（司会）

【認知症疾患医療センター関係】
◦11月3日　コラボしが21
　第6回　認知症疾患医療センター全国研修会滋賀県大会
　「一般社団法人	水口病院	認知症疾患医療センターについて」
　　　豊島	左智男	精神保健福祉士

◦11月29日　忍の里プララ
　甲賀市認知症キャラバン・メイト養成研修　高橋	淳	医師

◦12月11日　サントピア水口
　滋賀県職員退職者会甲賀支部　教養懇話会
　「軽度認知障害と認知症予防について」　豊島	左智男	精神保健福祉士

◦1月24日　甲賀合同庁舎
　第19回　甲賀湖南うつ病・認知症・在宅医療等懇話会
　「認知症独居高齢者の服薬支援～薬の使い方と注意点～」
　　　小宅　由朗　医師

　今年は暖冬と言われていますが厳しい
寒さが続いています。みなさんいかがお
過ごしでしょうか。インフルエンザなど
の感染予防には手洗い・うがいをしっか
りと行い、よく食べ睡眠をとるなどして
体力の低下を防ぎましょう。
　「こころの虹」に関するご意見・ご感
想がありましたら、水口病院広報委員会
までお寄せください。

研修会・講演会報告

ごあんない

診察室 1 診察室 4

月 青木治亮

火 大槻秀樹

水 小宅由朗 大槻秀樹

小宅由朗

稲熊敏廣

山根秀夫

木

田中宏一

金

長谷川隼人

金光博樹

土

青木治亮

青木治亮

●診療担当医師 ＊ 今後、若干変更する可能性があります

＊ 外来受付時間…8：30 ～ 12：00　（初めての方の受付は11時までです）
＊ 外来診察時間…9：15 ～　（午後からの診察は予約の方のみです）
＊ 面会時間………8：30 ～ 19：00

＊ 初診の予約は必要ありませんが、初診患者さまが多数の場合は、
 　当日の診察をお断りすることがあります。
＊ 患者さまの病状により、診察の順番を変更することがあります。

相談時間……13：30 ～ 17：00
場所…………水口病院地域連携室
TEL …………0748-63-5430（直通） 0748-62-1212（代表）

＊ その他のご相談についても随時お受けしております。お気軽にご相談ください。

相談日 主な相談テーマ

●無料福祉相談日のお知らせ
水口病院では、地域連携室で医療相談員（精神保健福祉士等）による
無料保健福祉相談を行っていますので、ご遠慮なくお申し出ください。

＊ 上記テーマ以外のご相談でも構いません。ご相談の内容が外部に漏れることは
　　一切ございません。
＊ 当院ホームページでも相談テーマをお知らせしております。併せてご覧下さい。
＊ 直接お越しいただくか、お電話でお気軽にご相談ください。

稲熊敏廣

診察室 2

田中宏一

勝又　　隆

青木建亮

金光博樹

長谷川隼人

勝又　　隆

診察室 3

●水口病院の理念 ●水口病院の患者さまの権利

［理念］　　病める人にやすらぎと生きる力を

［方針］　・安全で質の高い医療を提供する

　　　　　　　・患者さまのニーズに沿った快適な

　　　　　　　　環境を提供する

　　　　　　　・地域に開かれた医療、

　　　　　　　　福祉サービスを実践する

・良質な医療を公平に受ける権利があります

・人格や価値観を尊重される権利があります

・治療について知る権利、納得できるまで説

　明を受ける権利があります

・治療方法などを自らの意思で選択する権

　利があります

・個人情報が守られ、プライバシーが尊重さ

　れる権利があります

水口病院の　　  →
携帯サイトはこちら

最寄り駅
JR貴生川駅（草津線）よりバス15分／タクシー10分
近江鉄道水口駅または、水口石橋駅より徒歩5分

〒528-0031
滋賀県甲賀市水口町本町2-2-43
TEL
FAX
http ://www.minakuch i -hp .or . jp/

一般社団法人　水口病院

： 0748-62-1212
： 0748-62-1215

  3月12日（火） 受療・受診に関する相談

  3月26日（火） 就労・経済的な問題に関する相談

  4月  9日（火） 介護保険・自立支援法等のサービス利用に関する相談

  4月23日（火） 社会保障・福祉制度に関する相談

 （障害年金・精神障害者保健福祉手帳等）

  5月14日（火） 受療・受診に関する相談

  5月28日（火） 就労・経済的な問題に関する相談

※�1月から変更がありました。
ご確認ください。


