
　平成２５年１０月６日（日）時津町主催の町民運動会に参加させていただきました。
　当日は天候にも恵まれ秋の運動会日和となり、私たち啓正会職員一同も出場の機会を楽しみに午後から時津町の海と緑
の運動公園へと足を運びました。
　今回は浜田４地区の選手として、ムカデ競走へ男性３名、最終種目である男女混合リレーへ女性２名、男性１名出場し
ました。結果から発表すると、男性のムカデ競走は７組中５位と残念ながら上位に入ることは出来ませんでした。男女混
合リレーも７組中６位と健闘振るわず残念な結果に終わりました。
　しかし、今回の大きな目的である地域住民の皆さんとの関係作りについては多少なりとも達成できたと思います。また
来年も機会に恵まれればぜひ参加させていただきたいと思います。浜田４地区の皆さん来年も宜しくお願いします。

時津町民運動会に参加しました！

　10 月 19 日、少し肌寒くなり始めた土曜日の朝、小雨の降るあいにくの空模様
の中で時津川の一斉清掃が行われました。
　NPO法人　コミュニティ時津様の呼びかけで開催されたこの時津川の清掃活動
には様々な業種の方々がボランティアとして参加されており、皆様の地域貢献に
対する意識の高さを肌で感じることができました。
　私たち啓正会職員も、日頃よりお世話になっている時津町の皆さまのお役にた
てればと職員間で声掛けを行い、メンバーを募って参加させていただきました。
　川の中を膝まで水に浸かりながらという不馴れな作業に戸惑いつつも、地域の
方の暖かい声掛けや、同じくボランティアで参加された他業種の方々との交流も
あり、非常に有意義な時間を過ごすことができました。
　現在、啓正会では地域貢献に非常に力を入れて取り組んでおり、その一環とし
て定期的に早朝の地区清掃や通学する児童の見守りも行わせていただいておりま
す。今後も時津町に限らず、事業所を構える全ての地域で皆様に愛されるよう地
域に寄り添う病院・施設づくりに励んでいきたいと思います。

時津川　一斉清掃に参加しました！
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　例年より暖かく感じた秋も終わりを迎え、日中
も肌寒くお鍋のおいしい季節となりました。季節
の変わり目ですので皆さまくれぐれも体調にはお
気を付けください。
　さて、啓正会通信「Always Together いつもいっ
しょ」も第 3号の発刊となりました。これからも
清水病院の様々な情報を発信していきますのでど
うぞ宜しくお願い致します。

広報委員

編集後記
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1. 所属 ・氏名

2. 好きな言葉 ・座右の銘

3. よく行くお店

4. ストレス解消法

5. 仕事中に心掛けている事職　員　紹　介

1. 薬局・園田　望
2. 努力の上に花が咲く
3. 鳥政　長与店
4. 飼っている猫と遊ぶこと。休日
のドライブをすること。
5. 当たり前のことですが、電話を
とるときには自分の名前を必ず名
乗り、一緒に働くスタッフとすれ
違う時には一言声をかけ、まずは
自分を他のスタッフにも顔と名前
を憶えて頂き、お互いに仕事がし
やすいように心がけています。

1. 給食・石原　萌映
2. 為せば成る
3. 本屋
4. 映画を観る。睡眠。
5. 常に笑顔で明るくいることを心
がけています。

1. 外来・中田　恵美
2. 一発逆転
3. タルト屋　ヒュッケリ（長与に
あります）
4. 友達と集まってお酒を飲むこと。
そしてたくさん食べて、喋ること。
5. 笑顔で患者様と接することを心
がけています。

1. レントゲン・池田　優樹
2. 急がば回れ
3. 自遊空間
4. ダーツ、カラオケ、読書、バスケッ
トボールをすること。
5. 患者様が不安にならないようにい
つも笑顔と元気で接することを心が
けています。



第 1 回　健康教室を開催しました！

　9 月 25 日、地域の健康増進や介護予防への貢献を目的に、浜田 4 地区公

民館で地域住民の方へ向けた健康教室を行いました。

　健康教室では、認知症についての話と認知症予防のレクレーションを行い、

地域住民 24 名の方に参加していただきました。

　終始和やかな雰囲気ですすめることができ、レクレーションではお互いに

笑顔の絶えない時間を過ごすことができました。

　参加してくださった地域の皆さま、どうもありがとうございました。
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～今後の予定～

　　12 月　インフルエンザについて

 H26.3 月　口腔ケア（仮）

　　　6 月　食中毒予防や熱中症予防レシピの紹介など（仮）

　　　9 月　腰痛予防体操（仮）

今後も定期的に行っていく予定です。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。

　去る 10 月 24・25 日の両日、公益財団法人　日本医療機能評価機構が実施する「医療機能
評価」を受審しました。受審のきっかけは病院長の「医療機能評価を受審するぞ」の一言だっ
たのですが、受審に際し右も左もわからない状況ながらも、平成 24 年 4月から取り組み開
始となりました。それから 1年半、病院のあらゆる部門の職員が時にぶつかりあいながらも、
準備を進めてきた中で、一番感じたのが組織力の向上でした。今までは病院長の強力なリー
ダーシップのもと、どちらかと言えば他動的に動いていた病院の各部門の組織がいい意味で、
自主的に動ける力を身に着けたことが今回の受審において、一番の収穫ではなかったかと感
じています。コンサルタントの担当者から「なかなか一回の受審では認定されませんよ」と
いうことを聞いていたのですが、受審後のサーベイヤー（審査担当者）の講評では、一応認
定の方向性で進めるという内諾を得るに至りました（正式な認定結果が出る 12 月中旬までは
わかりませんが・・・）。もし認定されたとしても、今回の受審がゴールではなく、更なる高
みを目指してサービスの質の向上に取り組まなくてはいけないと思いますし、むしろそれは
スタートといえるのではないでしょうか。幸いなことに病院長を始め、受審時に同席した各
部門の部門長や主任の顔つきが大きな安堵感とともにこれからまだまだ頑張らなければなら
ないという使命感に駆られたものであったことが、今後の当院の運営に良い影響を及ぼして
くれるものと考えます。

清水病院　事務長　桜庭健一

医療機能評価を受審して
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　また、感染を広げないためにも、感染の可能性がある方は、咳やくしゃみをおさえた手・鼻を
かんだ手は、ただちに洗うようにし、周囲への配慮（咳エチケット）をしましょう。

咳・くしゃみをしている時は、マスクを着用しましょう。

咳・くしゃみをしている時、マスクを着用していない場合は、ティッシュ
等で口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけて、１ｍ以上離れましょう。

鼻水・痰等を含んだティッシュは、すぐに蓋付きのゴミ箱に捨てられる
環境を整えましょう。

最大の予防法は、流行前にインフルエンザワクチンの接種を受けることです。

『日常生活における予防法』
1. 人ごみを避け、外出時にはマスクを着用しましょう。
2. 帰宅時には「手洗い」「うがい」をしましょう。
3. 栄養と休養を十分にとりましょう。
4. 室内では加湿と換気をよくしましょう。

インフルエンザの予防について
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委員会だより　みなさんこんにちは。今回は秋の紅葉を楽しみに、立山黒部旅行に参加させていただきました。行ってみると、話
に聞いているよりとてもキレイな景色で驚きました。
　1日目の宿は白骨温泉の旅館の中でも常に人気のある新宅旅館でした。みなさん極上の自家源泉「あらたまの湯」
にこぞって入っていました。多い人は 5回も温泉に行かれたそうです。さすがです・・・！

～紅葉の立山黒部アルペンルートと黒部峡谷トロッコ電車の旅～

これからまた更に頑張って、次回も楽しみたいと思います。よろしくお願いします。

　朝ごはんはとても豪華で、自慢の温泉でつくった温泉がゆなど、日
頃食べることができない朝食でした。食べても食べても次のお皿がど
んどん出てくるので、朝から満腹でした。

　ホテルを出発し、国の文化財でもある標高約 1500ｍ上高地へ…。
そこはもう、冬でした。
　樹氷を眺めながら歩くと一眼レフを覗き込む方々もたくさんおられ
ました。年間 150 万人もの人が訪れるそうです。
　大正池、河童橋を散策して黒部ダムへ向かいます。

　石原裕次郎主演の映画で有名な黒部ダムを実際に
見て、「総工費 513 億かぁ～…」と思いつつ、次の
目的　立山ロープウェイで大観峰へ向かいます。そ
こもすばらしい景色で、雪も積もっていました。あ
る人は転んだりもしていました。

（6）2013 年 11 月 Always Together  いつもいっしょ 第 3号

　旅行の締めくくりとして欅平にて足湯に入りま
した。今まではあまり関わりのなかった職員同士
も、親睦を深めていたようです。
　

　朝をゆっくり過ごし、標高 1930ｍ雲上のホテル、弥陀ヶ原ホテ
ルを後に雲海を見下ろしながら、仙人のような気持ちで高原を降
り黒部渓谷トロッコ列車に乗り…また食べて…

日目

日目



　11 月 16 日（土）、「地域ふれあいフリーマーケット」を開催しました。
　私共、啓正会では時津の井手園地区においては毎年「井手園夏祭り」を開催し、今年で 11 回目
を迎え、周辺住民の方には年々認知していただき、たくさんの方にご参加いただいております。し
かしながら、啓正会・清水病院の本拠地である浜田郷においてはこれといった催しもなく、地域住
民の方と交流できる場がありませんでしたので、なにか地域に貢献できることはないかと考え、こ
ういった催しを開催させていただく運びとなりました。
　フリーマーケットでは予想を上回る売り上げとなり、イオン時津店へ「フィリピン台風被害支援
募金」として全額寄付させていただきました。これもひとえにご協力いただいた皆様のおかげと感
謝いたしております。
　また、小学生対象のイベントではたくさんの子供たちの笑顔を見ることができ、楽しんでいただ
けたのではないでしょうか。
　今回が初回ということで、いろいろと行き届かない場面も多々あったかとは存じますが、今後は
地域の皆さまを巻き込んで共に作り上げていくような催しとなればと考えております。今後ともよ
ろしくお願い致します。

地域ふれあいフリーマーケット
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　参加のきっかけ
　ディズニーランドのキャスト（スタッフ）に関する書籍や啓発本が多数出版されていることは認知
しておりましたので、そこで講師をされていた方の研修ということで非常に興味を持って参加させて
頂きました。

福祉・介護の苦情対応実践研修
　ここではペアで傾聴スキルを実践するなどして、実際に体験できたことが良かったよ
うに思います。また、同じ傾聴スキルを使っても視点で相手が受ける印象が違ってくる
のも興味深かったです。

福祉・介護の接遇マナー研修
　接遇マナーというと身だしなみ、態度・動作、言葉づかい等が思い浮かべられます。
しかし、接遇を実践しようとしても気持ちがこもっていないと逆に冷たい印象になって
しまいます。そこで大事なのが「おもてなし」です。皆さんもうお馴染みの言葉ですね
( 笑 )「この人の役に立ちたい」「この人に喜んでもらいたい」そう思えることが大事と
いう言葉が印象に残りました。

　今回の研修は、グループワークやペアを組んで実践してみるなど、全員参加型で退屈することがな
く非常に有意義な時間となりました。講師を務めていただきました高橋先生、誠にありがとうござい
ました。

研 修 報 告
連携室　藤原　泰造
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10 月に 2回にわたって開催された
「元東京ディズニーリゾート研修講師、高橋尚也先生
による福祉・介護の接遇マナー研修／苦情対応実践研修」
について
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