
    

ハイ！元気ハツラツな西田です。右の写真は北原白秋の詩「白金之独楽」一節を書に

して玄関に飾っています。釈文、鷲はラクダになれないしラクダはイルカと全然違う。

なのにどうして人間は違う自分を探したがるのでしょうか、今いる自分が本当の自分、

探さなくてもここにいるのに！バラの木にはバラの花、それが一番美しい。自分の欲し

いものは自分の中にあるのです。私はまだまだ自分探しをしています！ 

次は書の達人で精神保健福祉士の池田真由美さんにバトンを渡したいと思います。 

① 鶏むね肉全体をフォークで刺し、塩・砂糖
を溶かした水と肉を一緒に袋に入れて1

分揉み込む。（時間があれば1時間ほど冷

蔵庫に置くと、さらに柔らかくなる） 

② にんじん・ピーマンは細切り、白菜・エリ
ンギ・なす・しめじは食べやすい大きさに

切る。 

③ 野菜を切った後、漬け込んだ肉を包丁の峰
（背の部分）で叩いてから切り分ける。

（20分ほど漬け込んだだけでも柔らかく

なります） 

④ フライパンを熱し、肉を炒める。火が通っ
たら硬いものから順に火にかけ、調味料で

味を調え、仕上げに水溶き片栗粉でとろみ

をつける。 

 

 
 

 

 
 

【栄養メモ】 

 お手頃価格の鶏むね肉。低脂肪で疲れにくくなる物質を多く含みヘルシ

ーですが、パサパサして、もも肉と比べると人気がいまひとつ。これを加

熱前にフォークで刺し、塩・砂糖入りの水に漬け込み、叩いてから切ると

ずいぶん柔らかくなります。ぜひお試しあれ♪ 

 

鶏むね肉…2/3 枚（約 150g） 

塩………小さじ 1/3 

砂糖……小さじ 1/2 

水………大さじ 1 

白菜………2 枚 

エリンギ…1 本 

にんじん 1/4 本･なす 1/2 本 

ピーマン…1 個 

しめじ……1/2 株 

しょうゆ・みりん・酒…………

…………各大さじ 1 

砂糖………小さじ 1 

塩こしょう…少々 

水溶き片栗粉…適量 

油…………小さじ 1 



 

 

    

 

さんぽ祭りはお陰様で回数を追う

毎に多くの方々にご来場頂いており

ます。至らない点もあると思います

が、皆様より温かいお言葉をいただき

職員一同喜びと感謝の気持ちで一杯

です。ご来場・ご協力して頂いた皆様

に、心より御礼申し上げます。 

地域の皆様と医療・福祉関係の方々

そして入所・利用者様とそのご家族と

より一層の交流の機会を提供し地域

社会に貢献出来ますよう職員一同、多

種多様な試みを模索しながら本年も

頑張ります。 

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

平成25年9月28日土曜日、さんぽ

祭りは『希望をカタチに 感謝をカタチ

に』をスローガンに掲げ、天候にも恵ま

れ約 350 名もの方々にご来場頂きまし

た。毎年恒例の露店メニューと射的ゲー

ム、ステージゲームは大盛況で会場は終

始活気に溢れていました。 

 

平成 23 年 1月 1 日改定 

新年のご挨拶 
 

院長 冨松 愈 

新年明けましておめでとうございます。 

皆様におかれましては、お健やかに２０１４年の新春をお迎えのこととお慶び申し上げま

す。 

昨年は２０２０年に東京オリンピックの開催が決定し、新幹線の約２倍のスピードの時速５

００ｋｍで東京・大阪・名古屋間を約１時間で結ぶリニア中央新幹線の実現へといった日本に

とって明るいニュースがありました。その一方では、間もなく３年が経過しようとしておりま

す東日本大震災被災地における復興・復旧は決して順調ではありません。１日も早い復興を願

うばかりです。 

現在の政権はアベノミクスの主要政策である、大胆な金融緩和、機動的な財政政策、民間投

資を喚起する成長戦略という３本の矢を元に、長引くデフレ、円高からの脱却のため、骨太の

方針、産業競争力、規制改革などの構造改革をすることで失われた３０年を活気があり安心安

全で希望の持てる国へと方向づけています。 

少子高齢化が進展している中、団塊の世代が７５歳以上の高齢世代となる２０２５年に向け

て社会保障のあり方（超高齢社会における年金、医療、介護、福祉等の重要な課題となる）医

療・介護提供体制等、消費税を含め社会保障・税の一体改革、昨年８月には社会保障制度改革

国民会議の報告書が提出され、社会保障の機能強化のための安定財源として消費税収を充てる

ことを３党合意しており、年金、医療保障、介護、少子化の４分野の改革を行うことや、その

改革を実施する道筋を示すプログラム法案が国会で可決されました。 

また、本年はＴ．Ｐ．Ｐの問題、４月には診療報酬の改正、精神保健福祉法の一部改正、障

がい者改革もあり、現場での大きな混乱が懸念されます。 

新年が皆様にとりまして希望に満ちた明るい年となりますことを祈念し、年頭のご挨拶とい

たします。 

 

ボランティアには「和太鼓響」様、

「プリンママ」様、「平成ちゃらんぽ

らん」様をお招きして演目を披露して

頂きました。和太鼓響様の大迫力の演

奏とプリンママ様・平成ちゃらんぽら

ん様の華麗な踊りは観覧の方々を釘

付けにしました。オープニングでの職

員による「ソーラン節」は、躍動感の

ある踊りで会場を盛り上げました。 



    

フファァッッシショョンンシショョーーををししままししたた  
平成 25 年 9 月 16 日この日は敬老の日でもあり入居者にとって心に残る 1 日になってほしいと願って

ファッションショーをしました。家族やスタッフのエスコートでリビングを歩き、写真撮影で決めポーズ！

初めてドレスを着る方も多く華やかな姿にご家族の方も感動されていました。笑いあり拍手ありと賑やかな

一時でした。 

 

 

 

 

 
 

秋のバスハイク 
平成25年10月30日、玉名の蓮華院へバスハイクに行ってきました。この日はとても天気が良くぽか

ぽか陽気で絶好の外出日和。お寺の見学や鯉のえさやりをした後にホッと一息ティ－タイム(*^^)v 紅葉には

少し早かったですが、心も体もリフレッシュできました。 

 

新年のご挨拶 
 

病院相談役・医局長 今里 勝次郎 

 新年明けまして御目出度うございます。 

三池病院も今年で開院六十周年を迎えることになり、これもまた御目出度いことです。 

 私も三池病院に初めて来たのが３１歳で、今は７５歳になりますので、かれこれ４０数年働かせて頂

いています。 

 昨年は２度目の東京オリンピックが決まりましたが、これも嬉しいことです。一回目の東京オリンピ

ックの昭和３９年は私も丁度インターンで東京に居まして、貧しいインターンでチケットは買えません

ので、マラソンでアベベが先頭を走る勇姿を新宿の辺で見たり、開会式のジェット機が描く五輪の飛行

機雲を見上げたり、バイト先から帰る中央線の車中より見えたスタジアム上段の漆黒の夜空に煌煌と聖

火台の燃える様子など今もって目の底に焼きついています。７年先のオリンピックは生きているかどう

か分かりませんが、一年区切りで生きて行き、前向きに少しでも皆様のお役に立てたらと思っています。

よろしくお願いします。 

 

院長代行 中野 哲男 

 あけましておめでとうございます。昨年中は大変お世話になり、ありがとうございました。 

 従来より統合失調症の方々の社会生活適応能力の向上、対人関係の改善は精神科医療にとって大きな

課題です。抗精神病薬を主とした薬物療法、支持的精神療法に加え、精神科作業療法、精神科デイケア、

ナイトケアを効率的に行うことが必要です。 

 １０数年前よりリスペリドン、クエチアピン、オランザピン等の眠気、パーキンソニズム等の副作用

が比較的少ない抗精神病薬が開発され、それらの薬剤は陽性症状の改善に加え、陰性症状の改善にも有

効です。統合失調症の方々の社会生活適応能力の向上、対人関係の改善には精神科作業療法、精神科デ

イケア、ナイトケア等精神科リハビリテーションが重要です。我々スタッフ一同協力してまいります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

介護老人保健施設「さんぽ」施設長 草場 卓 

新年あけましておめでとうございます。 

皆様方には、さわやかな新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。また、昨年中、当施設に

賜りました数々のご厚情とご支援に対しまして、深く感謝申し上げます。 

日本はこれから、超高齢化社会へ入っていきます。医療や介護などの社会保障費の急増は避けられず、

政府は社会保障と税の一体改革に乗り出そうとしています。社会がどのように変わっていこうとも、私

たちさんぽ職員一同は、"介護を通して社会に貢献する"という理念を揺らぐことなく掲げ、療養者や利

用者の方々、地域社会から求められていることは何かを常に考えながら、より安全で良質な介護を提供

できるようこれからも努力してまいります。 

甲午の年、皆様のご健康とご多幸をお祈りします。 

11月 9 日に毎年恒例の文化祭を開催いたしました。バザーや

露店、喫茶、作品展示、健康セミナーなど企画し患者さんやご家

族の皆様に楽しんでいただきました。特にバザーコーナーでは多

くの衣類や生活雑貨の中からお気に入りのものを選ばれ会場は大

盛況でした。ご協力いただいたスタッフの皆様に感謝いたします。 

春にも夏物バザーを開催する予定 

です。 

文化祭の醍醐味である作品は、ＯＴ室やデイケア、廊下などに

各グループや病棟からの作品などを展示いたしました。脚を止め

興味深く見られている方も多くいらっしゃいました。（背景は 4

階病棟によるステンドグラス）露店 

では、おしるこや醤油ラーメンを 

出店。「おいしい」との声が多く聞かれました。午後からは、第2

回健康セミナーを開催いたしました。冨松健太郎先生より認知症

についての講演を約1時間ご家族様にお話しいただきました。 



    

平成25年11月15日気持ち良い秋晴れの中、早鐘グラウンドにて屋内消火栓操法展示訓練が開催

されました。種目は屋内消火栓の２人操法と３人操法、消火器の操法の 3種目があり、当院は2人操

法に参加しました。役員の方の公表で、平成25年の大牟田市内の火事の件数が平成24年より増加傾

向であるとのことでした。また消火器の使用注意点について 

① 消火器の使用は火が天井に達するまでで、天井まで達した時点で速やかに非難する 
② 天ぷら油に引火した場合は直接消火器を向けてしまうと油が跳ね返って来てしまうため、１度壁に
消火器の粉をぶつけてから消火を行う 

③ ドアを背にして消火活動を行うようにし、逃げ道を確保しておく 
と話されていました。これからの季節は空気が乾燥するので、十分に火の元は注意していきましょう。 

診療技術部長 冨松 健太郎 

明けましておめでとうございます。本年も自分自身の目標は『全職員の物心両面の幸福を追求し、そ

の上で、患者さんや利用者さんに最良の医療・福祉・介護を提供する』でございます。常々繰り返し申

しておりますが、やはりこれしか思い浮かびません。提供する側の心身が健康でないと『人に優しく』

接することが出来ず、それを実践できないと確信しております。患者さん・利用者さん・御家族を始め

とする皆様が安心して豊かな生活を送ることが出来るよう我々スタッフ一同努力してまいります。 

 皆様の御健康・御多幸をお祈り申しあげますと共に本年も宜しくお願い申し上げます。 

 

 

心療内科部長 判田 正典 

明けましておめでとうございます。昨年は猛暑が長く続きましたが、最近はその分一層寒さが身にし

みるようになりました。当院での診療も２年目を迎えましたが、旧年中は病院の皆様に大変お世話にな

り、感謝致します。今年もご支援とご協力よろしくお願い申し上げるとともに、体調には気をつけられ、

皆様にとってよい年でありますようお祈り致します。 

 

 

精神科医 久冨 慎治 

 月日の経つのは早いもので、私が着任して 2度目の新年となりました。 

昨年は、暑い夏と、入退院が多く妙に忙しかったことが記憶に残っておりますが、同時に当院の持つ可

能性や底力のようなものを見せて頂いたように思いました。 

今年は消費税増税や高齢者の自己負担の増加など、我々国民の生活や当院の経営にも大きな影響や変

化が予想され先が思いやられます。増税分が本当に社会保障に役立てられることを願うばかりです。 

しかし、嘆いていても仕方がありません。社会保障制度向上のために我々は自分たちに出来ることを

行い、各々の役割を果たすことが世の中の為になると信じてこの 1 年を乗り切っていきたいと思って

おります。この 1年が皆様にとって良い年となりますように心からお祈り申し上げます。 

 

 

看護部長 秦 裕子 

 新年あけましておめでとうございます。  

昨年は皆様のご協力のおかげで大きな事故もなく無事に過ごすことができ心より感謝申し上げます。

昨年の日本は富士山の世界遺産登録・２０２０年夏季オリンピック東京開催決定など等明るいニュース

がありましたが、自然災害や悲しい事故、事件も多くありました。その中でも私達にとって福岡の診療

所火災は安心・安全な医療を提供することの重要性を再認識させられました。日頃より関心を持ち、意

識して、的確な対応を身につけることが事故防止につながると思っております。 

今年も職員一同協力して安心・安全な医療サービスの提供に努めてまいります。 

どうか本年もよろしくお願いいたします。 

 

10月に入り、さわやかな秋晴れの日が続く中、患者さんが楽しみにしていた秋のバスハイクに行っ

て来ました。10月3日は荒尾市の梨狩りへ、10月9日は八女市星野村に和菓子作り体験に行きまし

た。患者さんには好きな行き先をそれぞれ選択してもらいました。 

 10月 3日の梨狩りでは、参加者の殆どが初めての体験で、出発前より「梨をいくつ食べようか、ど

ういうふうに採るんだろう」という話をしており、梨園に到着すると広い梨畑の景色に参加者からは、

「うわー、きれい。」「初めて見た。」などの言葉が聞かれました。梨園の方の説明を聞き、梨狩りを楽

しんだ後は試食し、「甘くて美味しい」と味わって食べられていました。その後、ドリームの湯に移動

し昼食をとり入浴する方もいらっしゃいました。 

 10 月 9 日の八女市星野村では、始めて行く場所で約 1 時間 30 分の長旅となりました。星野村に

着くと、茶の文化館では様々な茶道具を興味深く見学され、滅多に出来ない和菓子作りを参加者全員で

体験しました。季節の果物を模した和菓子を慣れない手つきで何とか形作り、最後には柿・栗が見事に

出来上がりました。それぞれ個性溢れる和菓子とお茶を食し、満ち足りた一日でした。 



    

平成25年11月15日気持ち良い秋晴れの中、早鐘グラウンドにて屋内消火栓操法展示訓練が開催

されました。種目は屋内消火栓の２人操法と３人操法、消火器の操法の 3種目があり、当院は2人操

法に参加しました。役員の方の公表で、平成25年の大牟田市内の火事の件数が平成24年より増加傾

向であるとのことでした。また消火器の使用注意点について 

① 消火器の使用は火が天井に達するまでで、天井まで達した時点で速やかに非難する 
② 天ぷら油に引火した場合は直接消火器を向けてしまうと油が跳ね返って来てしまうため、１度壁に
消火器の粉をぶつけてから消火を行う 

③ ドアを背にして消火活動を行うようにし、逃げ道を確保しておく 
と話されていました。これからの季節は空気が乾燥するので、十分に火の元は注意していきましょう。 

診療技術部長 冨松 健太郎 

明けましておめでとうございます。本年も自分自身の目標は『全職員の物心両面の幸福を追求し、そ

の上で、患者さんや利用者さんに最良の医療・福祉・介護を提供する』でございます。常々繰り返し申

しておりますが、やはりこれしか思い浮かびません。提供する側の心身が健康でないと『人に優しく』

接することが出来ず、それを実践できないと確信しております。患者さん・利用者さん・御家族を始め

とする皆様が安心して豊かな生活を送ることが出来るよう我々スタッフ一同努力してまいります。 

 皆様の御健康・御多幸をお祈り申しあげますと共に本年も宜しくお願い申し上げます。 

 

 

心療内科部長 判田 正典 

明けましておめでとうございます。昨年は猛暑が長く続きましたが、最近はその分一層寒さが身にし

みるようになりました。当院での診療も２年目を迎えましたが、旧年中は病院の皆様に大変お世話にな

り、感謝致します。今年もご支援とご協力よろしくお願い申し上げるとともに、体調には気をつけられ、

皆様にとってよい年でありますようお祈り致します。 

 

 

精神科医 久冨 慎治 

 月日の経つのは早いもので、私が着任して 2度目の新年となりました。 

昨年は、暑い夏と、入退院が多く妙に忙しかったことが記憶に残っておりますが、同時に当院の持つ可

能性や底力のようなものを見せて頂いたように思いました。 

今年は消費税増税や高齢者の自己負担の増加など、我々国民の生活や当院の経営にも大きな影響や変

化が予想され先が思いやられます。増税分が本当に社会保障に役立てられることを願うばかりです。 

しかし、嘆いていても仕方がありません。社会保障制度向上のために我々は自分たちに出来ることを

行い、各々の役割を果たすことが世の中の為になると信じてこの 1 年を乗り切っていきたいと思って

おります。この 1年が皆様にとって良い年となりますように心からお祈り申し上げます。 

 

 

看護部長 秦 裕子 

 新年あけましておめでとうございます。  

昨年は皆様のご協力のおかげで大きな事故もなく無事に過ごすことができ心より感謝申し上げます。

昨年の日本は富士山の世界遺産登録・２０２０年夏季オリンピック東京開催決定など等明るいニュース

がありましたが、自然災害や悲しい事故、事件も多くありました。その中でも私達にとって福岡の診療

所火災は安心・安全な医療を提供することの重要性を再認識させられました。日頃より関心を持ち、意

識して、的確な対応を身につけることが事故防止につながると思っております。 

今年も職員一同協力して安心・安全な医療サービスの提供に努めてまいります。 

どうか本年もよろしくお願いいたします。 

 

10月に入り、さわやかな秋晴れの日が続く中、患者さんが楽しみにしていた秋のバスハイクに行っ

て来ました。10月3日は荒尾市の梨狩りへ、10月9日は八女市星野村に和菓子作り体験に行きまし

た。患者さんには好きな行き先をそれぞれ選択してもらいました。 

 10月 3日の梨狩りでは、参加者の殆どが初めての体験で、出発前より「梨をいくつ食べようか、ど

ういうふうに採るんだろう」という話をしており、梨園に到着すると広い梨畑の景色に参加者からは、

「うわー、きれい。」「初めて見た。」などの言葉が聞かれました。梨園の方の説明を聞き、梨狩りを楽

しんだ後は試食し、「甘くて美味しい」と味わって食べられていました。その後、ドリームの湯に移動

し昼食をとり入浴する方もいらっしゃいました。 

 10 月 9 日の八女市星野村では、始めて行く場所で約 1 時間 30 分の長旅となりました。星野村に

着くと、茶の文化館では様々な茶道具を興味深く見学され、滅多に出来ない和菓子作りを参加者全員で

体験しました。季節の果物を模した和菓子を慣れない手つきで何とか形作り、最後には柿・栗が見事に

出来上がりました。それぞれ個性溢れる和菓子とお茶を食し、満ち足りた一日でした。 



    

フファァッッシショョンンシショョーーををししままししたた  
平成 25 年 9 月 16 日この日は敬老の日でもあり入居者にとって心に残る 1 日になってほしいと願って

ファッションショーをしました。家族やスタッフのエスコートでリビングを歩き、写真撮影で決めポーズ！

初めてドレスを着る方も多く華やかな姿にご家族の方も感動されていました。笑いあり拍手ありと賑やかな

一時でした。 

 

 

 

 

 
 

秋のバスハイク 
平成25年10月30日、玉名の蓮華院へバスハイクに行ってきました。この日はとても天気が良くぽか

ぽか陽気で絶好の外出日和。お寺の見学や鯉のえさやりをした後にホッと一息ティ－タイム(*^^)v 紅葉には

少し早かったですが、心も体もリフレッシュできました。 

 

新年のご挨拶 
 

病院相談役・医局長 今里 勝次郎 

 新年明けまして御目出度うございます。 

三池病院も今年で開院六十周年を迎えることになり、これもまた御目出度いことです。 

 私も三池病院に初めて来たのが３１歳で、今は７５歳になりますので、かれこれ４０数年働かせて頂

いています。 

 昨年は２度目の東京オリンピックが決まりましたが、これも嬉しいことです。一回目の東京オリンピ

ックの昭和３９年は私も丁度インターンで東京に居まして、貧しいインターンでチケットは買えません

ので、マラソンでアベベが先頭を走る勇姿を新宿の辺で見たり、開会式のジェット機が描く五輪の飛行

機雲を見上げたり、バイト先から帰る中央線の車中より見えたスタジアム上段の漆黒の夜空に煌煌と聖

火台の燃える様子など今もって目の底に焼きついています。７年先のオリンピックは生きているかどう

か分かりませんが、一年区切りで生きて行き、前向きに少しでも皆様のお役に立てたらと思っています。

よろしくお願いします。 

 

院長代行 中野 哲男 

 あけましておめでとうございます。昨年中は大変お世話になり、ありがとうございました。 

 従来より統合失調症の方々の社会生活適応能力の向上、対人関係の改善は精神科医療にとって大きな

課題です。抗精神病薬を主とした薬物療法、支持的精神療法に加え、精神科作業療法、精神科デイケア、

ナイトケアを効率的に行うことが必要です。 

 １０数年前よりリスペリドン、クエチアピン、オランザピン等の眠気、パーキンソニズム等の副作用

が比較的少ない抗精神病薬が開発され、それらの薬剤は陽性症状の改善に加え、陰性症状の改善にも有

効です。統合失調症の方々の社会生活適応能力の向上、対人関係の改善には精神科作業療法、精神科デ

イケア、ナイトケア等精神科リハビリテーションが重要です。我々スタッフ一同協力してまいります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

介護老人保健施設「さんぽ」施設長 草場 卓 

新年あけましておめでとうございます。 

皆様方には、さわやかな新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。また、昨年中、当施設に

賜りました数々のご厚情とご支援に対しまして、深く感謝申し上げます。 

日本はこれから、超高齢化社会へ入っていきます。医療や介護などの社会保障費の急増は避けられず、

政府は社会保障と税の一体改革に乗り出そうとしています。社会がどのように変わっていこうとも、私

たちさんぽ職員一同は、"介護を通して社会に貢献する"という理念を揺らぐことなく掲げ、療養者や利

用者の方々、地域社会から求められていることは何かを常に考えながら、より安全で良質な介護を提供

できるようこれからも努力してまいります。 

甲午の年、皆様のご健康とご多幸をお祈りします。 

11月 9 日に毎年恒例の文化祭を開催いたしました。バザーや

露店、喫茶、作品展示、健康セミナーなど企画し患者さんやご家

族の皆様に楽しんでいただきました。特にバザーコーナーでは多

くの衣類や生活雑貨の中からお気に入りのものを選ばれ会場は大

盛況でした。ご協力いただいたスタッフの皆様に感謝いたします。 

春にも夏物バザーを開催する予定 

です。 

文化祭の醍醐味である作品は、ＯＴ室やデイケア、廊下などに

各グループや病棟からの作品などを展示いたしました。脚を止め

興味深く見られている方も多くいらっしゃいました。（背景は 4

階病棟によるステンドグラス）露店 

では、おしるこや醤油ラーメンを 

出店。「おいしい」との声が多く聞かれました。午後からは、第2

回健康セミナーを開催いたしました。冨松健太郎先生より認知症

についての講演を約1時間ご家族様にお話しいただきました。 



 

 

    

 

さんぽ祭りはお陰様で回数を追う

毎に多くの方々にご来場頂いており

ます。至らない点もあると思います

が、皆様より温かいお言葉をいただき

職員一同喜びと感謝の気持ちで一杯

です。ご来場・ご協力して頂いた皆様

に、心より御礼申し上げます。 

地域の皆様と医療・福祉関係の方々

そして入所・利用者様とそのご家族と

より一層の交流の機会を提供し地域

社会に貢献出来ますよう職員一同、多

種多様な試みを模索しながら本年も

頑張ります。 

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

平成25年9月28日土曜日、さんぽ

祭りは『希望をカタチに 感謝をカタチ

に』をスローガンに掲げ、天候にも恵ま

れ約 350 名もの方々にご来場頂きまし

た。毎年恒例の露店メニューと射的ゲー

ム、ステージゲームは大盛況で会場は終

始活気に溢れていました。 

 

平成 23 年 1月 1 日改定 

新年のご挨拶 
 

院長 冨松 愈 

新年明けましておめでとうございます。 

皆様におかれましては、お健やかに２０１４年の新春をお迎えのこととお慶び申し上げま

す。 

昨年は２０２０年に東京オリンピックの開催が決定し、新幹線の約２倍のスピードの時速５

００ｋｍで東京・大阪・名古屋間を約１時間で結ぶリニア中央新幹線の実現へといった日本に

とって明るいニュースがありました。その一方では、間もなく３年が経過しようとしておりま

す東日本大震災被災地における復興・復旧は決して順調ではありません。１日も早い復興を願

うばかりです。 

現在の政権はアベノミクスの主要政策である、大胆な金融緩和、機動的な財政政策、民間投

資を喚起する成長戦略という３本の矢を元に、長引くデフレ、円高からの脱却のため、骨太の

方針、産業競争力、規制改革などの構造改革をすることで失われた３０年を活気があり安心安

全で希望の持てる国へと方向づけています。 

少子高齢化が進展している中、団塊の世代が７５歳以上の高齢世代となる２０２５年に向け

て社会保障のあり方（超高齢社会における年金、医療、介護、福祉等の重要な課題となる）医

療・介護提供体制等、消費税を含め社会保障・税の一体改革、昨年８月には社会保障制度改革

国民会議の報告書が提出され、社会保障の機能強化のための安定財源として消費税収を充てる

ことを３党合意しており、年金、医療保障、介護、少子化の４分野の改革を行うことや、その

改革を実施する道筋を示すプログラム法案が国会で可決されました。 

また、本年はＴ．Ｐ．Ｐの問題、４月には診療報酬の改正、精神保健福祉法の一部改正、障

がい者改革もあり、現場での大きな混乱が懸念されます。 

新年が皆様にとりまして希望に満ちた明るい年となりますことを祈念し、年頭のご挨拶とい

たします。 

 

ボランティアには「和太鼓響」様、

「プリンママ」様、「平成ちゃらんぽ

らん」様をお招きして演目を披露して

頂きました。和太鼓響様の大迫力の演

奏とプリンママ様・平成ちゃらんぽら

ん様の華麗な踊りは観覧の方々を釘

付けにしました。オープニングでの職

員による「ソーラン節」は、躍動感の

ある踊りで会場を盛り上げました。 



    

ハイ！元気ハツラツな西田です。右の写真は北原白秋の詩「白金之独楽」一節を書に

して玄関に飾っています。釈文、鷲はラクダになれないしラクダはイルカと全然違う。

なのにどうして人間は違う自分を探したがるのでしょうか、今いる自分が本当の自分、

探さなくてもここにいるのに！バラの木にはバラの花、それが一番美しい。自分の欲し

いものは自分の中にあるのです。私はまだまだ自分探しをしています！ 

次は書の達人で精神保健福祉士の池田真由美さんにバトンを渡したいと思います。 

① 鶏むね肉全体をフォークで刺し、塩・砂糖
を溶かした水と肉を一緒に袋に入れて1

分揉み込む。（時間があれば1時間ほど冷

蔵庫に置くと、さらに柔らかくなる） 

② にんじん・ピーマンは細切り、白菜・エリ
ンギ・なす・しめじは食べやすい大きさに

切る。 

③ 野菜を切った後、漬け込んだ肉を包丁の峰
（背の部分）で叩いてから切り分ける。

（20分ほど漬け込んだだけでも柔らかく

なります） 

④ フライパンを熱し、肉を炒める。火が通っ
たら硬いものから順に火にかけ、調味料で

味を調え、仕上げに水溶き片栗粉でとろみ

をつける。 

 

 
 

 

 
 

【栄養メモ】 

 お手頃価格の鶏むね肉。低脂肪で疲れにくくなる物質を多く含みヘルシ

ーですが、パサパサして、もも肉と比べると人気がいまひとつ。これを加

熱前にフォークで刺し、塩・砂糖入りの水に漬け込み、叩いてから切ると

ずいぶん柔らかくなります。ぜひお試しあれ♪ 

 

鶏むね肉…2/3 枚（約 150g） 

塩………小さじ 1/3 

砂糖……小さじ 1/2 

水………大さじ 1 

白菜………2 枚 

エリンギ…1 本 

にんじん 1/4 本･なす 1/2 本 

ピーマン…1 個 

しめじ……1/2 株 

しょうゆ・みりん・酒…………

…………各大さじ 1 

砂糖………小さじ 1 

塩こしょう…少々 

水溶き片栗粉…適量 

油…………小さじ 1 
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