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こんにちは

★ソーシャルワーカーって何なのさ？★
ソーシャルワーカー

／遅イりふやてァ＼蟹は�明に�ぱむつ�めもだのばぞ
�び~今年ら暖冬め雪国め�降雪て少やど＼パヅ【場ら
雪不足め経永て大変ぺぷだめび~ねよ��続にり＼ゾセ

礒村

久美（いそむら

くみ）

／壱療よやカもづ 壊護よやカもづ ��ねぱどむ™だ
分づァカ!!／ぷカや時ゅ呼カめ�むどぺはぞ(^^)~
≧相談費ら無料めび∞

Μプ【パン【ボら地球上づァ姿オ消びよめら＼やカむ
ほ�ぽも大ぬはめびて

~ねイ�ェイェイ人関て�べァ

ぱべ仮暖佳現象よ洩響やよめぱ�だ~
／�べ＼ねよ季節ら菓粉症よ人ゅもぽむら＼大変や時棄
めび~鼻よ三大症状≧どぱ��＼鼻水＼鼻み�ア∞＼目
よ症状≧づ©�＼や�ぺ＼充血やゃ∞ぺにめやど＼よゃ
よづ©�＼皮膚よづ©�＼価痢＼熱ぽ�はやゃよ症状て
現イィねも�ぜア�び~ねイ�現代病よれもまも言ェイ
むぞ�びて＼症状てれゃどやィも仕事�勉強ゅ�支障オ
来べび™だゅやア�び~

入宇ぱやはぞも言ェイべにイゃ
／壱療費＼生滑費て心配ぺ~
／架よ事�＼架族よ事て気ゅやィ~
／色」も心配事てぜィ~≧入宇生滑て不以 入宇めでや
／ぞ事情やゃ∞
／ゃね�め社廻復帰てめでィよぺゥだづʼ
／頼アゅやィ架族てぞやぞ~
慢性よ病気めぜィもェづぽべて

／菓粉症よ治療めら＼菓粉よ飛ろ始�ィ2週関どァぞ前
づァ症状オ抑ぢィ薬≧抗ズΕΔテ【薬∞よ服用オ始�＼
ハ【ヒΜ中�継続びィも™ア高ぞ効珂て棄待めでィもぞ

／将来よ生滑てゃだやィづ不以ぺ~
／架族�職場よ協力�理快て得ァイやぞ~
／利用めでィ制度ゅまぞむ知アべぞ~

ェイむぞ�び~め�＼やゅ™ア大切やねもら＼やィんど
菓粉て体ゅ入ぽむねやぞ™だゅびィねもめび~マΕラ�
ゼΜプ【ャホ�め気象情報

菓粉情報オ入手ぱ＼晴イべ

日�＼気仮て高ど菓粉よ飛散よ多ぞ日ら崖出オやィんど
控ぢ�ぱ�だ~�べ＼ね��ゅズ�窓オ閉�＼崖出づ
ァ帰ぽべァ洗企�だてぞオ十分ゅぱ�ぱ�だ~ぷぱむ＼
崖ゅ患ぱべ洗濯物�布団ら付着ぱべ菓粉オ™ど落もぱむ
づァ取ア込��ぱ�だ~
／今怪ら＼慣者は��ぷよの
架族は�も病宇もオ繋なフ【
ハ�ΔΘ【ッ【よ仕事＼ヲΒ

障概て残ィねもゅやぽむ
／架よ魁造�設備よ工夫て必要ぺ~
／今�めよ生滑てめでぷだゅやぞよめ心配ぺ~
／障概者≧児∞よべ�よ制度ゅまぞむ知アべぞ~
退宇びィ™だゅ言ェイべにイゃ
／帰ぽむづァよ生滑ゅ自信てやぞ~≧世話オぱむどイィ
／人てぞやぞ＼架め�壱療て必要＼やゃ∞
／壊護保険�障概者よネ【ラパゅまぞむ知アべぞ~

Μマセズよ募集＼�べ＼特集
めら最近話題よリΖΓ菌
≧ヮΓニユデプ【

リΖΓ菌∞

よ事やゃオ取ア上ぬむ��ぱべ~
少ぱめ�興味オつ持ほぞべぺ

の人の
だれか、こ
くれま
世話をして
せんかねぇ

にべァ幸ぞめび~
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★~ボランティア募集~★

∈滑動内容

／病気オ治療びィよら壱師�管護師やゃよ専門職よ仕事

／Ｌ. 入宇慣者は�をよ対殴

めびて＼慣者は�よ精神的や苦痛�不以オ和ァぬィ™だ

／／ A. 日常生滑よ身よ怪アよつ世話

ゅ働でづにィねもら＼必ぴぱ�専門職めやァやにイりや
ァやぞ仕事めらぜア�ふカ~相手オ思ぞ�ィねもよめで
ィ優ぱぞ気持ほも＼積極的ゅ取ア組�気持ほてぜイり＼

洗濯／裁縫／配膳／価膳／配茶／食事壊助／
／／ B. ΕデΓダ【ハ�Μ
話ぱ相手／散歩よ同伴／車ぞびよ後王ぱ

ゃやべゅめ�めでィ仕事てぜア�び~当宇めらねイァよ

／Ｍ. 駅生材料みどア

仕事ゅ™ぽむ＼慣者は�オ支煙ぱむぞべぺど＃宇内ヲΒ

／／／ツ【ピ折ア／綿球みどア

Μマセズ＆オ募集ぱむつア�び~

／Ｎ. 監境美佳
／／ ワホ周アよ整備／清掃／草取ア／窓わで
／／ 車ぞびよ清掃

整備／生に菓／ロΒΜプ【めよ菓

／／／みどア

ヲΒΜマセズ滑動ゅ参家の忌望よ方�興味てつ有ア
ゅやィ方らつ気軽ゅ病宇受付をつ申ぱ出どぺはぞ~
担当：看護師長

北村千秋（きたむらちあき）

電話：059-382-1385（高木病院）

∈ 目／的
／当宇ら地稲よ蟹は�もよわイぜぞオ大切ゅ＃信頼はイ
握はイィ病宇＆オ�ばぱむ診療オ行ぽむぞ�び~
／ヲΒΜマセズ滑動ゅ™ア＼はァゅ慣者は�て気持ほ™
ど受診�療養てめで＼以ァとも潤ぞよぜィ監境よ中め以
心ぱむ治療オ受にむぞべぺにィねもオ目的もぱむつア�
び~
∈参家条件
／病宇ヲΒΜマセズら＼特別や資獲�専門職めやどむ�
＼＼＼＼＼＼＼＼

慣者は�ゅねねゥよ�びァとオ与ぢ＼相手オ思ぞ�ィ気
持ほてぜイり誰め�参家めで�び~
∈滑動棄関
／滑動棄関ら原則もぱむ3ッ月威上もぱ�び~
／滑動日ら月曜日

日曜日よ都合よ良ぞ時関~

／月ゅ可度め�＼1日可度め�結構めび~
∈ 経／費
／Ｌ. ヲΒΜマセズ滑動保険をよ家入
／／ A. ヲΒΜマセズ滑動中ゅ偶然ゅ発生ぱべ事故ゅ
™ぽむドツオぱべ場合よ£傷概保険％
／

B. 第三者よ身体�財産ゅ損概オ与ぢべ場合よ£損
概責任保険％

／Ｍ. 健康診断
／Ｎ. 制／服
／／�上記よぞぴイ�病宇て負担はふむぞべぺで�び~
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■ピロリ菌の検査ってどんな検査？

知っておきたい胃とピロリ菌の話
ヘリコバクター・ピロリ菌は人の胃の中に住む細
菌で、胃潰瘍・十二指腸潰瘍が起きる原因のひとつ
です。
■「ヘリコバクター・ピロリ菌」ってどんな菌？
／約3�ヵΓよァふカ状よ細菌め＼数本よ鞭毛≧んカ�
だ∞オ持ほ＼ねよ
鞭毛オ怪転はふむ
滑発ゅ動で怪ア＼
人よ亥よ粘膜よ
表面�細胞よぜぞ
ぺゅ入ア込カめ
縁症オ起ねぱ�び~

／当宇めら＼吐で出はイべ息づァリΖΓ菌オ調んィ検査
≧尿素呼気試験∞オ行ぽむぞ�び~

■除菌療法は必ず成功するの？
／除菌療法よ成功率ら80 90�め＼必ぴ成功びィェに
めらぜア�ふカ~ぱづぱ＼角立はイべ治療法めぜィべ
�＼健康保険て適用はイ�び~

■除菌療法の副作用は？
／価痢 軟便＼味較違常て主や副作用めび~生命ゅづづ
ェィ™だや重大や副作用らやど＼除菌療法≧允週関∞終
了後ゅ軽戒びィねもて�もカゃめび~

■除菌に成功したら絶対に潰瘍にならないの？
／除菌ゅ成功びイり潰瘍ゅやィねもら�もカゃぜア�ふ
カ~

除菌療法のながれ

■ピロリ菌はみんなの胃にいるの？
／びんむよ人よ亥ゅぞィェにめらぜア�ふカ~蛾て国め
ら生滑監境よ整備ゅ™ア＼30歳台威価よ人ら憾染率て低
ぞよめびて＼40歳威上めら70 80�よ人てリΖΓ菌ゅ
憾染ぱむぞ�び~

■ピロリ菌はうつるの？
／リΖΓ菌ら主ゅ口づァ憾染ぱ�びて＼憾染経路ららぽ
でアぱむぞ�ふカ~ぱづぱ＼憾染ら免閲能力て不寛全や
幼少棄ゅ起ねア＼成人ら憾染びィ機廻ら�もカゃやぞも
考ぢァイむぞ�び~親てリΖΓ菌ゅ憾染ぱむぞィ架庭め
ら幼児ゅ口遺ぱめ食ん物オ与ぢやぞやゃよ注維て必要め
ぱ�だ~

■胃にピロリ菌がいると必ず潰瘍になるの？
／リΖΓ菌ゅ憾染びィも必ぴ潰瘍ゅやィェにめらぜア�
ふカ~リΖΓ菌憾染者よだほ約2 3�よ人て潰瘍ゅやア
�び~ぱづぱ＼亥潰瘍�十二指腸潰瘍よ人よだほ約80
95�よ人てリΖΓ菌ゅ憾染ぱむつア＼リΖΓ菌ら潰瘍よ
原©もぱむ大でや比重オ占�むぞ�び~

■胃にピロリ菌がいると胃ガンになるって本当？
／亥ツΜよ慣者はカらリΖΓ菌よ憾染率て高ど＼亥ツΜ
よ発生ゅリΖΓ菌て韓ェぽむぞィよめらやぞづも考ぢァ
イむぞ�びて＼正角やもねゥらェづぽむぞ�ふカ~

ピロリ菌は除菌療法で胃から追い出すことができ
ます。
■ピロリ菌に感染した人はみんな除菌した方がいい
の？
／リΖΓ菌ゅ憾染ぱべ人よ中め＼健康保険め除菌療法て
認�ァイむぞィよら＼現在よもねゥ亥潰瘍 十二指腸潰
瘍よ慣者はカよ�めび~
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★栄養士からのおすすめレシピ~第９回★
~ 春はもうそこまで ~
管理栄養士

石橋はぢめ

／ぞまよ関ゅづ＼尉予棺＼わでよもだ＼べァよ駕やゃて
店頭ゅ並ろ出ぱ春�関近めびょ~ぱづぱ＼ねよ時棄ら勘
暖よ差て大でど体調オ崩ぱ�びぞもでめ�ぜア�び~
／ぷねめ＼今怪ら魚壊類全般ゅ巌�イィズヵヤ酸よ允種
プゾΓΜゅ注目~血綾オ正常ゅ保ほ血中よニΕパマΖ【
Δオ低価はふィ働でてぜア�び~旬よぜはアよ旨味め野
菜�つぞぱどべぽゑア摂ア�ぱ�だ~
／�だ允品ら良質よべカるど質�ラプヵΜ＼ヵャΒΔ�
豊富や卵め免閲力オズホロ“／ユΒΜパ豊づや食生滑め
元気ゅつ我のぱどぺはぞ~~

◎アサリと青梗菜（ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ）の塩炒め

作

り

方

⑲／らカ�カゅュ�オよふむ
／／Ｑ等分ゅ切ア�び~
⑳／ヲ【Δゅ卵オ恰ア�なぱ＼
／／粉ベ【ヒも�ひカ切アよ
／／ョビΓオ家ぢ™ど�ぶ合
／／ェふ�び~
�／⑳よもで卵ゅ⑲よらカ�
／／カオどなァふ＼油オ熱ぱべ
／／ルΒゼョΜめねカてアも焼
／／で�び~
�／奇ゅ盛ア付にドベ�ホロオづに＼ョビΓオ添ぢ�／
／／び~

★

『 ドリームガールズ

60kcal≧1人分∞／央分 0.8g

★

シネマ CINEMA MOVIE

DREAMGIRLS』

監督・脚本：ビル・コンドン

＄材料‥2人分¢
ズネΓ
250g
青梗菜
150g
ぱ�ひ
1ョホデ

料理酒
片栗粉
の�油
央

大はひ1
小はひ1
小はひ1
小はひ1/4

出演：ジェイミー・フォックス

ビヨンセ・ノウルズ

エディー・マーフィー
ジェニファー・ハドソン（この人に注目！）
2006年 アメリカ映画
／／／／／／／／／／／／最後�め＼休�関�やど＼居眠ア

作

り

／／／／／／／／／／／びィ火�やど＼�だほ�ぽも続ぞむ

方

／／／／／／／／／／／欲ぱぞも思ェふィ

⑲／ぜはアら砂オ出ぱ
／／™ど洗ぞ＼水気オ
／／でア�び~青梗菜
／／らばど切アゅぱむ
／／葉も茎ゅ分に�び~
／／ぱ�ひら石みでオ除ぞむ小房ゅ分に�び~
⑳／ルΒゼョΜゅの�油も�ひカ切アゅぱべゅカゅどオ
／／入イ箇ゅづに＼香アて立ぽむでべァ＼ぜはアオぞイ
／／�び~少ぱ口て凱ぞむでべァ酒オわア＼ぱ�ひオ入
／／イむわべオぱ�び~
�／蒸ぱ焼でゅぱむ口て凱ぞむでべァ青梗菜よ茎オぞイ
／／央もねぱ�だめ調味ぱ�び~
�／茎ゅ箇て通ぽべァ葉�家ぢむ水溶で片栗粉オ怪ぱ入
／／イむもゥ�オまに�び~
�／好�め赤唐辛子オ家ぢむ�良ぞめぱ�だ~

◎はんぺんとハムのピカタ
210kcal≧1人分∞／央分 1.5g

ぷカや瑛雅~

／／／／／／／／／／／／禾てねイ�ゃ人よ心オ動づび瑛雅
／／／／／／／／／／／ら久ぱゐア~綾倒的や禾唱力もヘΜ
／／／／／／／／／／／パ＼ぷぱむでァろ�づやパマ【バて
／／／／／／／／／／／パデΓ【Μゅ再現はイィ~Γヒ�オ
／／／／／／／／／／／刻�伽掛ら足踏�オ誘ぞ＼細�づや
／／／／／／／／／／／人関よ基怒悪掛オ織ィ™だや禾詞ら
心オ直撃びィ~1960 70年代よ�【プゾΜネゾΜ隆盛棄オ
背景ゅパプ【オ夢見べ少女べほてよぱ上てぽむぞど我程め握
�友情オ失だもぞだ苦悩＼ぷカやハ�【ラバャパ自体オ題材
ゅぱむ＼ねよ世芥よ貨�づはよ裏ゅぜィ成功ぱ生で残ィべ�
よ厳ぱぞ現実オ描ど~Βパ�＼掛ぱづぽべねも�まァづぽべ
ねも�びんむ包渇ぱ＼びんむよ憾情オ爆発はふィ彼女べほよ
禾声ら＼憾動�よめび~／／／／／／／／／／／／／／K.T.

編集後記
／今怪らやカも前怪づァ3ッ月�経べやぞだほよ29号発
行めび≧�ぴァぱぞ∞~今ハ【ヒΜら＼ゼΜルΔダΜ
ノて例年™アづやア遅イむ大流行よでばぱオ�ふむぞ
�び~蟹は�＼体調緩理ゅ十分ねねゥてにむ価はぞ�

＄材料‥2人分¢
らカ�カ 1枚
ュ�
2枚
卵
1個

粉ベ【ヒ
大はひ1
ョビΓ
少」
ネΒヘ油
大はひ1
ドベ�ホロ 大はひ1
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ふ~
／ぷイめら＼次怪＼30号記念号≧ʼ∞発行�めつ待ほ
価はぞ�ふ

今後�ねよヰ【パオ崩はぴてカりアべぞ

�よめび (^̲^;)~
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