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クリスマス会

　12月25日　しろやま保育園に優しいサンタとぽっちゃりトナカイが！ビックリ泣き顔、
嬉しい笑顔いっぱい。

　12月25日　サンタに扮して合
奏やビンゴ大会を楽しみました。
そして全員にプレゼントも！作業療法科

保育園

仮装も
バッチリ！

サンタさんとトナカイさんが
登場☆中身は

なにかな〜？

見事
ビンゴ！

ケーキを
もぐもぐ

みんなで
演奏♪

みなくち笑い隊に
よる『一休さん』

スキナヴィラ

水口

　12月18日　患者さんが1ヶ月以
上練習した歌や踊りを披露。昨年に
引き続き「みなくち笑い隊」の皆様
にも来ていただきました。最後は会
場全体で踊って大盛り上がり！



　子どもたちの“元気”と“笑顔”をいっぱいいただきました。

スキナヴィラ甲賀　交流会

　11月5日～29日　患者さんが丹精
込めて作った編み物や陶芸、塗り絵
などの作品を展示しました。

　11月20日　秋晴れの中、成田牧場
に出かけ、のんびりとした時間を過
ごしました。

　メンバーのお世話でめだか8匹、グ
ッピー30匹まで増え、今年は金魚も
仲間入りの予定です！

文化祭

作業療法科

もみじ狩り
いきもの
の会

綾野小学校

水口東保育園

牛さんも
カメラ目線☆

みんなで
ゲーム♪

注目を集めた
ファブリック
プランツ

見事受賞！

動物たちと
ふれあい♪

かわいい
プレゼントも！



　近隣高校のキャリア教育に積極的に協力をしています。

高校生　実習関係

甲南
高校

介護実習

水口高校
インターン
シップ

水口東高校

甲賀研究

日野
高校

堂々とした発表

ベッドメイキング
体験

たくさんの疑問に
答えました

利用者さんと
ふれあい

利用者さんから
熱い指導☆

施設について
説明

地域を良くする
アイディアが
いっぱい！
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 施設長

●好きな食べ物
　 なんでも食べます。
●休日の過ごし方
 　 好きなことをしてのんびりと過ごし

ます。
●趣味・マイブーム
　 囲碁、ゴルフ

スキナヴィラ水口　新施設長紹介！

ひとこと
滋賀県の病院で40年間、外科医と
して働いてきました。老健施設の
勤務は初めてであり日々勉強中で
ありますが、意欲がありかつ経験
豊富なスタッフに助けられて働い
ております。少し遠方からの勤務
ですが、田園風景に囲まれた旧城
下町に堂々とそびえる、きれいな
施設での勤務が気に入っておりま
す。これからもよろしくお願いい
たします。

介護福祉士国家資格取得支援事業

　11月13日　本番と同じスケジュールで模擬試験を実施。資格取得・スキルアップ目指し合格祈願！

休み時間にも
勉強

質問が
飛び交います

　10月26日　医療の質向上のために日々取り組んでいます。

院内研究発表会

仕事と研究を
両立！



～豚肉のごま油鍋～“食卓の優秀料理”

鍋料理。この冬に何回、食卓に登場しましたか？
肉類も野菜もたくさん摂れる鍋料理は栄養的にも
優秀な料理ではないでしょうか。そこで今回はご
ま油とにんにくの香りが食欲をそそる『豚肉のご
ま油鍋』を紹介します。ごま油のコクが効いてい
てお箸が止まらないひと品です。

チューブ入おろしにんにく…
………………………大さじ1
水…………………………500cc
鶏がらスープの素……大さじ2

①……豚肉は長ければ半分に切る。白菜は食べやすい大きさに切り、白ね
ぎは斜め切りにする。しめじは石づきを切り落としてほぐし、にん
じんは適当な厚さに切っておく。

②…土鍋を火にかけ弱火にし、ごま油を入れる。その中におろしにんに
くを加え、焦げないように炒める。香りがたってきたら、豚肉を加
えて炒める。豚肉に半分くらい火が通ったら、水・鶏がらスープの
素・他の具材を加えて煮る。

③…具材は煮えたら、出来上がり！！

＊…加える具材はお好みのもの（もやし、キャベツ、豆腐など）でＯＫ
です。

【材　料】 （作りやすい分量 ： １２個分）

豚肉スライス………… 300g
白菜………………………1/4株
白ねぎ……………………1本
しめじ……………………1袋
にんじん………………… 適量
ごま油　………………… 70cc

【作り方】

　11月23日　東近江総合医療センター主催の病院
対抗ソフトボール大会に出場し、抜群のチームワー
クを発揮しました。

　この度、各協会より当院職員が表彰されました。

ソフトボール大会

歓喜の
ハイタッチ♪

●滋賀県精神保健福祉協会表彰

看護師 田村　明美
看護師 古谷　美穂子
看護師 吉田　知美

表彰

●滋賀県私立病院協会長表彰

精神保健福祉士 石田　修二
事務職員 㟢山　明生
事務職員 西田　憲司
看護師 與那城　隆幸

結果は第5位！
（全5チーム）



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

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

ので、お気軽にお立ち寄り下さい。

プログラムカレンダーも発行しています。

開所日時/

住　　所/
電話番号/

平　日13：00～17：00　
土日祝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
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

お楽しみ会

新年茶話会

　12月15日　一足早いクリスマスをみんなで楽しみました♪
クリスマスの定番、チキンにケーキも用意☆音楽を流したり
ギターを弾いてみたりと楽しい時間を過ごすことが出来まし
た。普段はあまり話す機会のない方とも、ランチを楽しみな
がら仲良くお喋りする時間となりました。

クリスマス

ランチ

　1月5日　新しい年を迎え、新年茶話会を開催しました！美味しい
お菓子とミカンを食べたり、坊主めくりやトランプで楽しんだり…。

「健康第一」「七転八起」等皆さん正月らしく今年の抱負を書き上げて
おられました♪
　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
ていますので、お気軽にお問い合わせ下さい☆

1年の抱負を
書き初めに♪

負けられない
戦いがここに！

好きな飲み物を
選んで

楽しい時間を
過ごしました♪



　令和最初の冬、皆さまいかがお過ごし
でしょうか。寒さが続く今日この頃です
が、風邪等引かれませんよう、体調管理
には気をつけてください。
　「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。

【病院関係】
◦11月9日
　東大谷高等学校　「薬剤師キャリアガイダンス」
　　　辰巳　英里子　薬剤師
◦11月19日
　ニプロ株式会社　iMEP　ニプロ株式会社　社内研修会
　　　大久保　雅則　薬剤師

【認知症疾患医療センター関係】
◦11月7日
　株式会社ゴーシュー　「認知症の症状と予防」
　　　大仲　陽子　臨床心理士
◦12月5日
　公立甲賀病院　講堂　甲賀圏域　認知症医療連携研修会
　「認知症疾患医療センターの機能とBPSDへの対応について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～薬の使い方と注意点～」
　　　小宅　由朗　医師
◦12月7日
　公立甲賀病院　講堂　看護ネットワーク　地域包括ケアフォーラム
　「医学的根拠に基づいた認知症看護・ケアをおこなうために
　　　　　　　　　　　　　　　～患者の言動から症状を予測する～」
　　　小宅　由朗　医師

研修会・講演会報告

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

3月10日（火）	 受療・受診に関する相談

3月24日（火）	 就労・経済的な問題に関する相談

4月14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28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12日（火）	 受療・受診に関する相談

5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 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

相談日 主な相談テーマ


