山本

真

とです︒少なくとも一週
間は外部電力の供給がな
くてもこれらの患者さん
に必要な電力を確保する
必要があります︒当院で
は︑これまで非常電源の
整備をしてまいりまし
た︒また自家発電装置も
当初は屋外の床に設置さ
れていましたが︑水が出
たときに最初にダウンす
るということで床から１
ｍ上げました︒それでも
そういう事態が来ないに
ことしたことはありませ
ん︒ここ大分は︑本当に
危険の少ないよい町だと

発 行 者

大分県勤労者医療
生 活 協 同 組 合
大分市大字宮崎９５３−１
電話 ０９７−５６８−２２９９

思います︒雪は降らず︑
台風も来ず︑日照りや洪
水などもありません︒も
し南海トラフ地震の津波
が起こっても佐賀関半島
と佐田岬のおかげで大分
市の被害はかなり抑えら
れるようです︒しかし地
震はそれ以外にも突発し
ます︒住宅で危険なの
は︑重い瓦屋根です︒熊
本地震のときも古い和風
の家屋が数多く倒壊しま
した︒これは脆弱な木の
柱に対し︑過大な重さの
ある屋根が載っているた
めです︒地震の揺れで重
い屋根が壁を押し潰すこ
とになるのです︒いつか
くる地震のために︑もし
リフォームの計画がおあ
りなら︑屋内だけでな
く︑重い瓦屋根をはずし

お元気ですか

新年明けましておめで
とうございます︒暖冬な
のか穏やかな三が日でし
た︒しかし病院はお正月
に灯りが消えることはあ
りません︒重症患者さ
ん︑落ち着いてはいるが
重度の医療が必要な患者
さんが多数過しておられ
ます︒私たちは重度の医
療を必要とする慢性期状
態の患者さんを主な入院
対象としています︒大半
の方が人工呼吸器を使わ
れています︒このような
病院にあって︑肝心なこ
とは︑停電に陥らないこ

大分県勤労者医療生協理事長
大 分 協 和 病 院 院 長

新年ご挨拶
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て軽い屋根にするようお
勧めしたいと思います︒
今年が災害のない穏やか
な年であり︑皆さんの健

康に問題が出ないことを
祈りつつ︑新年のご挨拶
としたいと思います︒

佐伯診療所

所長
事務主任
看護主任

主任

新名ゆかり

安達

和美

浅沼あづさ

介護支援室きょうわ

主任

ヘルパーセンター
きょうわ

主任

訪問看護ステーション
きょうわ

久米 行則
増永 孝俊
後藤由美子

新年あけまして
おめでとうございます︒

山本
真
佐藤 寛人
石本 健二
橋本 敏雄
矢野 直美
武石憲二郎
衛藤布美子

大分県勤労者医療
生活協同組合
理事長
副理事長
副理事長
専務理事
事務長
課長
主任

山本
真
則行 英樹
佐藤 美恵
野田
武
丸山 晴美
甲斐 直美
安部美佐代
山下小百合
菊屋 敦子
金子 裕美

大分協和病院
院長
副院長
師長
薬剤科長
外来主任
病棟主任
病棟主任
リハ主任
医事主任
助手主任
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喫煙器具設備等の撤去等違反

５０万円以下

書類の保存違反

２０万円以下

立入検査対応の履行義務違反

２０万円以下

荻野︼

５０万円以下

した︒
︻訪看

喫煙標識、禁煙標識の掲示違反

震 災 復 興中の阿蘇で
心の豊かさを学 ぶ ！

５０万円以下

に乗り込んで行く皆さま
の顔も思い出します︒
最後に︑怪我や事故が
なく無事に終えることが
できて安心しています︒
バスハイクに参加させて
いただいて多くの出会
い︑刺激をもらえて感謝
しています︒お疲れ様で

紛らわしい標識の掲示・汚損等の禁止 ５０万円以下

氏直筆で﹁笑顔がいちば
んで生きる﹂との書を頂
き︑大分協和病院の待合
室に飾っております︒お
越しの際にはご覧くださ
い︒
昼食には馬刺しを食べ
て︑両手いっぱいのお土
産を持って︑笑顔でバス

改正健康増進法

2019年7月より喫 以上となっています︒違
煙について︑健康増進法 反に伴う過料は︑喫煙違
が改正され︑第一種施設 反した人だけでなく︑施
︵学校・病院・庁舎等︶ 設管理者にも及ぶことと
においては敷地内禁煙と なっていますので︑患者
なりました︒それに伴い の皆様やご家族の皆様に
当生協でも駐車場も含め︑ もご協力をお願いします︒
敷地内を禁煙とすること
にしました︒2020年
4月からは︑第二種施設
︵工場・ホテル・飲食店
等︶も一部を除き禁煙対
象になります︒
成人年齢は繰り下げら
れることになっています
が︑飲酒および喫煙可能
年齢はこれまで通り 歳

喫煙室の基準適合違反

施設等の
管理権原者

３０万円以下

喫煙禁止場所における喫煙

全ての者

秩序罰の過料

義務内容（違反内容）

義務対象

月 日︑秋晴れの
中︑健康クラブのバスハ
イクに救護として参加
し︑阿蘇方面に行ってき
ました︒
阿蘇の光景は︑震災の
復興も進み活気に満ちて
おり︑輝かしく目に映り
ました︒行程の中で最初
に行った﹁風の丘﹂阿蘇
大野勝彦美術館が︑とて
も印象に残っています︒
大野勝彦氏は農家を営ん
でいましたが︑不慮の事
故により両腕を切断︑そ
の後︑詩人・画家として
活躍されています︒美術
館では︑ご本人に会って
講演を聞くことができま
した︒講演を聞いた後︑
自分の心の中には﹁あり
のままを受け入れる﹂
﹁前向きに﹂
﹁笑顔﹂という
言葉がとても強
く残りました︒
館内に展示され
ている作品は︑
真っ白な用紙に
力強い文字で思
いのこもった文
章が描かれてい
ます︒一つ一つ
に世界があり︑
とても感動した
のを覚えていま
す︒また︑大野
20

−２−
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14

いう意味だそうです︒魅力

ら家に通じる狭い路地﹂と

国済州島の方言で﹁通りか

でいます︒オルレとは︑韓

方がオルレコースを楽しん

うです︒年間を通し沢山の

超える方が参加をされたそ

コースで開催し100名を

州オルレさいき・大入島

室︵ウォーキング︶﹂を九

と文化・健康教

合同開催で﹁食

伯地区労福協の

分県労福協と佐

日︑大

合う姿や︑お母さんに学
びながらお餅を丸めてい
る子供さんの微笑ましい
姿など︑これからも大切
にしたい風景を目にしな
がら︑暖かな気持ちで年
の瀬を迎えられる一日と
なりました︒
︻薬剤科 梶原︼

ツイートして下さい︒その

す︒綺麗な景色をどんどん

楽しんで頂ければと思いま

大入島半周も自分の速度で

分の足で﹁神の井﹂を含む

転車を借りて︑あるいは自

堀切の食彩館でレンタル自

路は︑私は一押しです︒

ら日向泊・神の井までの道

望む景色を見ながら堀切か

れていますが︑豊後水道を

﹁神の井﹂はコースから外

大入島で一番知名度のある

レの主旨に合わないようで

ろにあるそうですが︑オル

くりとコースを楽しむとこ

令和になって初めての
クリスマスの日︑大分協
和病院にサンタさんとト
ナカイがやってきました
︒今年のサンタさんは新
人が二人加わり︑ベテラ
ンのトナカイさんはいさ
さか元気になり︑無事に
楽しくプレゼントを届け

がないことに心痛され弓矢

日向泊に立ち寄り︑島に水

入島の北端近くに位置する

武天皇が︑東征の途中に大

も清水が湧いています︒神

にあるにも関わらず︑今で

でわずか数メートルの距離

ることが出来ました︒患
者さんの笑顔に心温まり
ました︒
︻リハビリ 山下︼

います︒

水﹂のひとつに選定されて

年に︑大分県の﹁豊の国名

伝えられています︒昭和

が湧き出したという故事が

で海岸を掘ると︑この清水

サ ンタ さ んが やって き た

は︑海岸や山などを五感で

﹁神の井﹂は︑波打ち際ま

︻佐伯 増永︼

63

月

感じ︑自分のペースでゆっ

寒 風 吹 き 飛 ば して 餅つ き ！
月 日︑大分協和病
院で恒例のもちつき大会
が行われました︒
清々しい冬晴れの中︑
今年も地域の組合員の皆
さんにご協力いただいた
お陰で︑柔らかくて美味
しいお餅が出来上がりま
した︒つきたてのお餅は
来院された方にも振る舞
われました︒
息を合わせて杵を打ち
12

佐伯
中の島通信

11

16

−４−

大分協和病院チームが1勝！

月1日の日曜日︑大
分協和病院主催﹁第 回
ミニバレーボール大会﹂
が行われました︒東稙田
小を会場とした予選ブ
ロックでは︑予定時刻が
大幅に下がるほどの熱戦
が繰り広げられました︒
私は稙田南中を会場とし
た予選ブロックで︑選手
として参加させていただ
き︑1試合目も2試合目
も︑まさに﹁手も足も出
ない﹂といった感じでし
たが︑3試合目にして協
和病院チームは数年ぶ
り︑いや十数年ぶり？に

２０２０年１月 発行
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30

○紛争が続く地域に平和が
訪れますように。中村医師
の死は悲しい出来事です。

ハガキに 答 え・郵 便 番 号・住

︻応募の仕方︼

所・氏名︵フリガナ︶
を 記 入と

名

20

﹁お元気ですか﹂
の感想を書い

てご応 募 下さい︒抽 選で

ます︒氏 名 等を 書き 忘れない

の 方に 図 書 カ ー ドを 進 呈 し

ように注意して下さい︒

大分市宮崎９５３ ︱１

８７０
１１３３

︵送り先︶

〒

大分県勤労者

10

日必着分

E-mail:kyouwa@mountain.ocn.ne.jp

2

医療生活協同組合 宛

1111

︵締切り︶ 月

24

月号お楽しみクイズの答え﹀

11

人︶
人︶

21

︿

10

Q1＝協
Q2＝A︵ ︶
Q3＝B︵アメフト︶︵
C︵ホッケー︶︵
Q4＝C︵浜松市︶

江藤 直子︵大分市︶ 岩﨑 房代︵大分市︶

︿当選者﹀ 名︵全問正解 名︶

河野 洋子︵佐伯市︶ 川津 智子︵日田市︶

○夫婦のコミュニケーション
で全問正解を狙っていま
す。

Ｑ４．1月〜12月を英語で表記した時の頭文字で使用されないアルファベットはどれか？
1「Ｎ」
2「Ｓ」
3「Ｔ」
4「Ｆ」
小島 典子︵日田市︶ 丸岡 節子︵日田市︶

○敬老大会は元気で楽しん
でいます。写真が多く読み
やすいです。

Ｑ３．携帯電話やノートパソコン等、幅広い電子・電器機械に搭載されている
リチウムイオン・バッテリーの生みの親といえば誰でしょう？

武生ひとみ︵大分市︶ 指原 美希︵大分市︶

○機関紙見てインフルエン
ザの予防接種をしました。

閑
冷□寂
穏

Ｑ２．ボールペンと消しゴムの値段は合わせて110円です。
ボールペンは消しゴムより100円高い。
では、消しゴムの値段はいくら？

鳴海弥寿彦︵佐伯市︶ 都甲府二子︵杵築市︶

○誤作動で警報器がなりま
した。訓練は大事です。

Ｑ１．□に共通する漢字で二字熟語を完成しなさい。

h t t p : / / w w w. o i t a k y o w a - h p . o r g /

お 楽 し み ク イ ズ

○ピースアクションは親子で
貴重な良い経験をしてい
ます。

は︑MOEGIでした︒
みなさんお疲れさまでし
た︒
︻本部 梅本︼

読者の皆さんから感想が
寄せられています。
その一部を紹介します。

ＭＯＥＧＩ
大信光吉支店
くれよん
ぴゅあ

読者からの
お便り

16

優 勝
準優勝
３ 位
４ 位

★10月から午前中の臨時職員として、病棟に勤務
しています看護師です。頑張りますのでよろしく
お願いします。
【病棟：江藤まゆみ】
★11月より、本部に事務員として入協しました。
未経験の業界で新しい経験をさせていただいてい
ます。これからよろしくお願いします。
【本部：梅本 剛】
★看護師として12月から勤務しています。優しく
て頼りになる先輩方にご指導を頂きながら頑張っ
ていきますのでよろしくお願いします。
【病棟：江藤 遥】
★12月から看護師として勤務しています。一日で
も早く仕事を覚え、患者様に信頼してもらえるよ
う頑張ります。
【佐伯：戸坂静恵】
★始めて就く職業ですが12月より事務員として勤
務しています。少しでも早く仕事の流れを覚えら
れるよう日々頑張ります。 【佐伯：冨髙菜々美】
★12月から看護師として勤務しています。患者様
及びご家族の方々によりそった援助が出来るよう
頑張ります。よろしくお願いします。
【病棟：吉田望美】

念願の1勝を挙げること
ができました︒
決勝トーナメントは運
営側として各試合の写真
を撮りながら観戦︒決勝
戦は︑昨年の優勝チーム
ぴゅあを破って勝ち上
がってきた大信光吉店
と︑昨年の準優勝チーム
くれよんを破って勝ち上
がってきたMOEGIと
の闘い︒そして︑総勢
162名︑ チームによ
る熱戦を制し優勝したの

新しい仲間紹介

