
作業療法 秋のバス旅行
　9月18日　忍者の里・伊賀上野城へ!!!
職員も忍者の衣装に着替えてノリノリ
でした。コースに分かれて思い出を沢山
作りました。

お城散策

忍者ショー
組み紐体験
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納涼祭

　9月6日　澄みわたる青空のもと『夏を感じる』納涼祭。
楽しい笑い声や笑顔、そしてお腹もいっぱいになりました。

金メダル
ゲット！

いらっしゃい
ませー！

かき氷
おいしいな♪

金魚すくい

フルーチェ
＆クレープ

いい天気☆

氷



　10月16日　作業療法室で運動会を開催しました。一致団結してさまざまな競技に挑戦！患者さんも職員も
笑顔あふれる1日となりました。

運動会

応援にも熱が
入ります！

はちまき巻いて
気合十分

仮装も
ばっちり☆

よ〜く狙って

副院長から
賞状の授与



　　9月3日、4日に運動会を行いました。皆さん普段
以上の笑顔で頑張りました。

　8月31日　『花火大会あるの？な
いの？』ご機嫌ななめな空模様と
ともに心配の声がありましたが、
うち上がった大輪の大花火。最期
の夏をみんなで楽しみました。

　9月3日　施設内に響き渡る
元気な声。利用者さんも園児
さんも笑顔いっぱいでした。

スキナヴィラ甲賀

スキナヴィラ水口　運動会

かわいい姿に顔が
ほころびます

大漁！落ちないように
そ〜っと

優勝の
トロフィー☆

室内からも♪
たまや〜

花火鑑賞会
水口東保育園

交流会

楽しい
ふれあい♪



　7月23日　つるつるすべる流しソ
ーメンを楽しみました。みなさん悪
戦苦闘！

　8月29日　みなさん子供の頃に戻
ったように楽しむ毎年の恒例行事で
す。みんなで切り分けて美味しくい
ただきました。

　9月3日　グラウンドで手持ち花火
や打ち上げ花火を楽しみました！

流しソーメン

　8月9日　滋賀県健康
福祉部の現場研修を行
いました。精神科医療
の最前線を見ていただ
けたかと思います。

健康福祉部　部門研修

　9月29日　今津総合運動公園
でプレイボール。セフィロト病
院を相手に4-5と惜しくも初戦敗
退。来年こそ優勝します！

滋賀県病院協会 ソフトボール大会

作業療法科　夏の行事

　8月31日　天候に恵まれ
バーベキュー。自分たち
で焼いたお肉は格別！

精神科デイケア　バーベキュー

スイカ割り 花 火

若手中心の活気
溢れるチーム

患者さんと
おはなし

気合十分！

綺麗な花火に
くぎづけ

狙いを
定めておいしいな〜

上手に
キャッチ☆

綺麗に
割れました♪



～さつまいものチーズボール～
“甘さと塩気が絶妙な組み合わせ”

秋です。そう、さつまいものおいしい季節です。“ス
イートポテト” や“いもきんつば”など色々なデ
ザートにできるさつまいもですが、今回はチーズ
を包んで揚げた“さつまいものチーズボール”を
紹介します。さつまいもの甘さとチーズの塩気が
絶妙で、割ると伸びるチーズが食べるのも楽しい
ひと品です。

卵……………………………1個
パン粉………………… 適量
サラダ……………… 油適量

①…さつまいもは皮をむいてゆで、フォークなどでつぶして冷ま
しておく。さけるチーズは１本を６等分に切る。ホットケー
キミックスと片栗粉を混ぜておく。

②…冷ましておいたさつまいもに粉類を加えて混ぜる。牛乳を少
しずつ入れて粉っぽさがなくなるまでこねて耳たぶ程度のや
わらかさにする。

③…生地を１２等分して円盤状にする。中央にチーズを置いて丸
めて、小麦粉・卵・パン粉の順に付ける。

④…サラダ油を熱し弱めの中火でパン粉がきつね色になるまで揚
げたら出来上がり！！

＊加える牛乳の量はさつまいもの水分に応じて調節してください。
＊串に刺したウインナーに生地をつけて揚げてもおいしいです。

【材　料】 （作りやすい分量 ： １２個分）

さつまいも1本………（200g）
さけるチーズ……………2本
ホットケーキミックス… 50g
片栗粉……………………15g
牛乳……………… 大さじ1～2
小麦粉………………… 適量

【作り方】

　9月27日　永源寺グリーンランドへ。バーベキューや自然散策で
半年間の疲れた心を癒しました。

　10月18日　今年度新卒職員も入職して約半年。
慣れたような、まだ不安なような…。残り半年も
がんばって行こう！

新人看護師　リフレッシュ研修

第2部入職式

火おこし
難しい！

まだドキドキ

院長から
激励



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

とても美味しく
出来ました☆

おやつ会

「大学いも」

　9月21日　草津にて滋賀県精神障がい者家族会主催の県大
会が開催されました！そして･･･何と！！数年ぶりに優勝し
ました！
　日々の練習の積み重ねや皆の気持ちが一つになり、今回の
結果に繫がったと思います。11月9日にはソフトバレーの県
大会がありますので、優勝目指して頑張ります☆

　暑い夏から少しずつ秋に変わりつつありますね。しろやまでは10月5日に大学いもを作り
ました♪
　秋の味覚であるサツマイモを使い、たれも全て一から皆で作りました☆ホクホクでとても
美味しく出来て、食べている皆さんも笑顔が溢れていました（＾v＾）/！
　しろやまのサロンでは気軽に参加できるプログラムを定期的に行っています。サロンに申
し込み用紙をご用意していますので、是非皆さんご参加ください♪

ホクホクです♪

ソフトバレー

湖南ブロック大会

勝利の円陣
見事優勝☆



　朝晩めっきり涼しくなってまいりまし
た。季節の変わり目、心身のバランスを
崩しやすい時期ですので、皆さまどうぞ
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。

年末年始のお知らせ
12/29～1/3
休診となります。

年末年始は患者さまの外泊・外出・面会をよろしくお願いいたします。

　9月25日　スキナヴィラ甲賀にて防火訓練を行いました。

スキナヴィラ甲賀　防火訓練

ホースも
しっかり確認！

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

12月10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

12月24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）

　1月14日（火）　　受療・受診に関する相談

　1月28日（火）　　就労・経済的な問題に関する相談

　2月18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

　2月25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）

診察室1 診察室2 診察室3 診察室4

月 青木　 治亮 胡井  　 　優 山根　　秀夫

火 大槻　 秀樹 金光　　博樹 宮本　　大輔 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 胡井　 　  優

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 宮本　　大輔 青木　　治亮

10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


