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看護の日まつり

　5月25日　地域生活支援センターしろやまにて開催しました。様々なイベントに大盛り上がり！
利用者さんやそのご家族、地域の方などたくさんの方に参加いただきました。ありがとうございました。

書道部

吹奏楽部

甲西高校の

みなさん

　躍動的かつ繊細な筆運びにみなさん見入っていました。

息の合った
パフォーマンス

　心も身体も動き出すような、聴いて楽しい・見て楽しい演奏でした。

ダイナミックな
作品が完成！
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特別講演

お祭り広場

　水口病院と関連施設について、
地域の方に実際に見て知っても
らう良い機会となりました。

　青木治亮院長が講演
を行いました。精神科
の病気について、一般の人でも
分かりやすい説明でした。

特別講演
『身近な精神科の

病気について』

minakuchigram
でパシャリ☆

スライムづくり

何色に
しようかな♪

心肺蘇生法の
レクチャー

成安造形大学
似顔絵サークルの

みなさん

心のこもった
一点！



　4月20日　天候にも恵まれ、華や
かな曳山やお祭りの雰囲気を楽しみ
ました。

作業療法科

　6月19日　伊賀にんにんボウルで
開催。豪快に倒れるピンの音と溢れ
る歓声が響きました。

　6月27日　今回はスイーツに挑戦！
出来立ては最高！！

スムージー
ヨーグルトを

入れて…

ボーリング

大 会
料理

レクリエーション
水口まつり

　6月24日　少し足を伸ばし、カップヌードルミュージアムへ。世界にひとつ
だけのカップヌードルを作ったり、カップラーメンの歴史を見ながら昔を懐か
しんだりと楽しい1日でした。

デイケアバス旅行

何本
倒れたかな？

おいしい
ティラミスが
できました

NOW ON 
SALE ！

どれに
しようかな〜

思い思いの
デザインを☆



　今年度より初めて介護福祉士施設実習を受け入れる
ことになりました。

実際に
介護を体験

フィリピンでの
説明会

お年寄りの
身体の感覚を

体験

スキナヴィラ甲賀　交流事業

　恒例となった交流会。お年寄りも子どもたちも一緒になって楽しみました！

綾野小学校

交流会

また来てね

水口東保育園

交流会

綾野小学校
医療と介護の

出前授業

子どもたちと
一緒にレクリ
エーション♪

小さな手で
トントン

綾羽高校　実習

　　病棟・施設を中心に「外国人留学生・外国人労働
者」の受け入れを行っています。皆さんとても優しく、
文化や言葉の壁を越えて頑張っています。

外国人留学生受け入れ



新医師紹介

～鶏の香味ソースがけ～
余熱でしっとり、香味ソースでがっつり

暑い季節になりましたね。こんな日は火のそばで
ずっと調理したくないもの。
そこで今回は余熱でしっとりと仕上がった『鶏の
香味ソースがけ』を紹介します。
刺激的な香味ソースでご飯ががっつり進みますよ。

ポン酢…………………大さじ3
食べるラー油…………大さじ1
チューブ入り生姜……………3cm
いりごま………………大さじ1/2
砂糖………………… ひとつまみ
白ねぎの白い部分………… 適量

…①…鶏は厚みを均一にするため、分厚い部分に切り込みを入れて開いておく。き
ゅうりは縦に薄切りにする。トマトは縦に切って、端から５ミリ幅に切る。
白ねぎは青い部分と白い部分に切り分け、白い部分はみじん切りにする。生
姜は薄切りにする。

②…鍋に鶏が充分に漬かるくらいの水を入れて火にかけ、切っておいた生姜と白
ねぎの青い部分を加える。沸騰してきたら鶏を入れ、３分間茹でたら火を止
めふたをして30分間おく。

③……時間がきたら鶏を鍋から取り出し、冷水に漬けて冷やす。容器に☆をすべて
入れて混ぜ合わせてソースを作る。鶏が冷えたら水気を拭き取り、適当な厚
さにスライスする。鶏・きゅうり・トマトをお皿に盛り付けて上からソース
をかけたら、出来上がり！！

＊鶏むね肉のほか、“ささみ”や“豚肉”でもいいです。
＊…香味ソースの中に“花椒（ホワジャオ）”を加えると、さらに刺激的になっておいしいです。

【材　料】 （作りやすい分量 ： ２人分）

鶏むね肉……………………1枚
生姜………………… ひとかけ
白ねぎの青い部分……… 適量
きゅうり……………………1本
トマト…………………1/2個

【作り方】

☆

胡
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井
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 医師

●好きな食べ物
　 漬物
●休日の過ごし方
 　子どもと遊ぶ、ゲーム
●趣味・マイブーム
　 ゴルフ

ひとこと
 大津市民病院で研修をしておりました。不安な
ことも多いですが、これから頑張っていきます
のでよろしくお願い致します。

宮
みや

本
もと

　大
だい

輔
すけ

 医師

●好きな食べ物
　 焼肉
●休日の過ごし方
 　子どもたちと外出
●趣味・マイブーム
　 山登り

ひとこと
 滋賀医科大学から来ました。患者さんやスタッ
フのみなさんに信頼していただけるよう頑張り
ます。よろしくお願い致します。

研修会・講演会報告

【病院関係】
◦7月6日
　サンライフ甲西
　湖南市　高齢者福祉部会全体研修会
　「高齢者のメンタルヘルス」
　　　高橋　淳　医師

【認知症疾患医療センター関係】
◦6月24日
　湖南市まちづくりセンター
　テクテン三吉
　「認知症予防について」
　　　遠藤　夢万　精神保健福祉士



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

こんなのできたよ！
うれしいな

　ものづくり活動として、クラフトサークルを実
施しています！ヘアアクセサリーや入浴剤、日常
的に使える小物など。簡単に自分だけのオリジナ
ル作品が出来上がります。
　細かな作業を繰り返し、スタッフと一緒にひと
つのものを完成させる。そんな“喜び”を共有・
共感しています。

レジンで
ヘアアクセサリーも！



　例年より遅れた梅雨もようやく明け、
いよいよ本格的な夏がやって来ました。
水分と塩分の補給を心がけ、くれぐれも
無理のないようご自愛ください。
　「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。

水口病院　納涼祭のお知らせ
9月6日（金）午後

　今年度も外来・入院患者さ
んとそのご家族、地域の当事
者さんをお招きして開催しま
す。お誘い合わせの上お越し
ください。

今年は
晴れるといいな

予 告

ごあんない
●診療担当医師

＊ 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。

●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。

●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

関西みらい銀行

  9月10日（火）　　受療・受診に関する相談

  9月24日（火）　　就労・経済的な問題に関する相談

10月  8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

10月29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）

11月12日（火）　　受療・受診に関する相談

11月26日（火）　　就労・経済的な問題に関する相談

診察室1 診察室2 診察室3 診察室4

月 青木　　治亮 青木　　建亮 山根　　秀夫

火 大槻　　秀樹 金光　　博樹 胡井　　　　優 稲熊　　敏廣

水 小宅　　由朗 田中　　宏一 長谷川隼人 大槻　　秀樹

木 青木　　治亮 勝又　　　隆

金 稲熊　　敏廣 勝又　　　隆 金光　　博樹 小宅　　由朗

土 田中　　宏一 長谷川隼人 胡井　　　　優 青木　　治亮

5月から変更がありました
ご確認ください

相談日 主な相談テーマ


