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  TAKAGI
HOSPITAL

春風ゅ吹づイ＼桜よ樹�若葉オ揺びィ今日ねよ頃〜

入���額ハ【ヒΜもやア＼ぷね此処ゅ初」ぱぞ新入���生よ姿

オ�づにィ季節もやア�ぱべ〜

�カよ少ぱ昔よ話めびて((^^^^;;))………私自身よ大額よ入���額

式＼敷地内よ桜並木オねイづァよ未来ゅ胸わどァ�ふや

てァ歩ぞべねもオねよ季節ゅやィも思ぞ出ぱ�び〜

桜よ菓よ命ら短ど＼満凱ゅ咲で誇ィよらふぞぶぞ允週

関程度めびて＼毎年欠づびねもやどぜわイカりづアよ菓

オ咲づふィ＼らづやど�強ぞ生命力て＼™ア允層桜よ美���

ぱはオ際立べふ�び〜ぱづぱ＼興味本惟ぺにめ菓見ゅ王

ぱ希ふべ大勢よ人ゅ根元オ踏�まにァイむ根よ成長て妨

ぬァイべア＼絡�ぽべ枝�枯イべ枝オ手入���イふぴゅ�ぽ

むつぞべアびィも＼病気ゅづづぽむぱ�ぞ＼菓オ咲づふ

ィねもて出来やどやィぷだめ＼日」よ丁寧や韓ェアも訪

イィ人」よ思ぞ�アてぜぽむねぷよ美���ぱはてぷねゅ存在

ぱむぞ�び〜

新入���生よ初」ぱぞ姿ら満凱ゅ咲で誇ィ桜も重やア＼大

変微笑�ぱぞ�よめびて＼彼ァてねよ先ぴぽも菓オ咲づ

ふ続にィべ�ゅら＼私べほ大人て思ぞ�アオ持ぽむ見守

ア茨むむぞどねもて大切めぜア＼桜よ菓ゅ対びィぷイも

相通ひィ�よてぜィよづ�ぱイ�ふカょ〜

すがすがしい陽春の太陽をあびて、大きく背伸びをしてみてはいかがですか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
http://takagihp.jp/

たのしいお花見
／44月99日＼当宇22劾ミゼΔ【�ゅつぞ

む恒例よ＃つ菓見つ掛ぱ�廻＆て行

ェイ�ぱべ〜／／／／／／／／／／／

／菓ぞぽるぞよでイぞや飾���ア付に＼

マ【レΔよ上ゅ置づイべ桜�色もア

ゃアよ菓め飾���ァイべ菓瓶＼ぷぱむ＼

窓づァ眺�ィ中庭よ満凱よ桜づァ風

ゅ舞だ菓吹雪て参家ぱべ蟹は�よ目

オ掛ぱ�ふむぞ�ぱべ〜

／慣者は�の架族よ中村は�ゅ™ィ

恒例よヂッΓム猿奏もヴバホデハ�

【て行ェイ＼ぷよ腕前ゅ大でや拍手

て送ァイむぞ�ぱべ〜�べ＼今怪初

参家よ菅谷は�て＃皿怪ぱ＆よ特技

オ披露はイ＼慣者は��允緒ゅやぽ

む皿怪ぱオ掛ぱ�イ�ぱべ〜

／ぷよ後ら壊護職�よヘΜパ�＃春

よ禾＆よ合唱やゃて行ェイ＼参家者

全�め掛ぱぞれも時オ我のぱ�ぱ

べ〜

http://takagihp.jp
http://takagihp.jp
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情熱大陸　その十　川村・上田　

＊多肉ちゃん＊　　　　　　　　
最近＼事務所Ζラ【よ片隅ゅ＼ほ�

ねカも置づイむぞィ＼づェぞぞ希ふ

植ぢオ見まに�ぱべ〜  ／／／／／／

ねイァら＼多肉植物も呼りイ＼数年

前づァ静づやレ【�もやぽむぞ�

び〜ズΜマセ【デや色調め＼ゼΜマ

Γズもぱむ＼ゃカや場所ゅめ�ビΜ

パ良ど飾���ィねもて出来＼可™ア�ぷ

よゑぽどアもぱべづェぞぞルチΔ�

�鴛ゅべ�ァやど癒���はイィねもづァ

＃多肉ほ�カ＆も呼りイ＼親ぱ�イ

むでむぞ�び〜

／ぷだ＼崖来診察室よ宇長よニ【ム

【ゅ鎮座ぱむぞィぜよ子べほ�ぷだ

めびょ〜／

／ ＃多肉ほ�カ＆ら＼春も秋ゅ滑発

ゅ成長びィよめ＼土て冠ぞべァべぽ

ゑアも水オぜぬ�びて＼暇も冬ら�

もカゃ水オぜぬやどむ�大丈夫〜

／ 掛ほカやよゅ＼紅葉�＼突如立派

や菓て咲ぞべアびィよめ＼ぷよ魅力

ゅュヴぽべ多肉女子�多肉男子�増

ぢむぞ�び〜並んむ掛ぱ�ぺにめ�

開ゅやア�びて＼�らア希ふ植ぢオ

自分め作ぽむ�ィよて掛ぱぞめぱ�

だ〜

／110000宴均允�ヱ【�ビΜプ【め＼手

頃や夏獲め入���手めでィ＃多肉ほ�

カ＆べほら＼茨む�びぞ�よて多ぞ

よめ＼使ェやどやぽべッホロ�トΒ

パ＼空で肝やゃゅド【ヅオ飾���ィ™だ

ゅリΜビホ�め色もアゃアよ＃多肉

ほ�カ＆べほオ植ぢ付にむぞども＼

ゃカや風ゅ�ズΕΜバめで＼個性的

や世芥て自在ゅ広てぽむ＼もむ�癒���

はイィカめび™〜

これからよろしくお願いします ／本年44月づァ事務職�もぱむ石黒雄

斗はカ＼内山貴弘はカよ両名オ新ぱ

ど迎ぢ�ぱべ〜

／ 石黒はカづァ新人もぱむよ抱負オ

述んむ�ァぞ�ぱべ〜＃44月11日づァ

事務め働どねもゅやア�ぱべ石黒雄

斗も申ぱ�び〜™ゥぱどつ伎ぞぞべ

ぱ�び〜

／初�むよ事りづアめ  不以も緊張て

ぜア�びて同時ゅねだぱむ社廻人も

ぱむよ第允歩オ迎ぢィねもて出来べ

ねもオ大変岐ぱど誇アゅ憾ひむつア

�び〜

／ 允日め�早ど仕事オ較ぢ先輩方よ

役ゅ立むィ™だ努力ぱむぞで�び〜

／ �べ蟹はカゅ�自分よ企も名前オ

較ぢむ頂にィ™だ願張アべぞも思ぞ

�び〜

／ 可づもの迷惑オつづにびィも思ぞ

�びて＼精允杯願張ア�びよめゃだ

づの指導よ�ゃ™ゥぱどつ伎ぞ申ぱ

上ぬ�び〜＆

♣ 桜…大きくなりました ♣
／今年ら冬て勘づぽべふぞづＮ月末

ゅやぽむ当宇中庭よ桜ゅ™だ�ど菓

て咲で始��ぱべ〜44月ゅ入���ぽむ気仮

よ上昇も共ゅ44月33日ゅら��満凱も

やア�ぱべ〜

／当宇て現在よ場所ゅ遺転ぱべ11999988

年1122月＼ぷよ時ゅ植ぢべ小はや桜よ

木ら今めら22劾よ病室窓よ高はゅ届ど

�ゃゅ大でど茨ほ�ぱべ〜

／ねよ桜ら＼当宇よ豊田事務長て遺

転よ際＼¢ｲゃだぱむ�中庭ゅ桜よ木オ

植ぢべぞ£ｳもぞだべぽむよ忌望づァ＼

日当べアよ良ぞ中庭よ真カ中ゅづェ

ぞぞＬ本よ桜よ木て植ぢァイべよめ

ぱべ〜桜ら周���アゅ水気てぜア＼日当

べアよ良ぞ場所オ好�もよねもめ＼

当宇よ桜よ木�直なぷりゅ田カ�て

ぜア非常ゅ良ぞ場所ゅぜィぷだめ

び〜

／ぱづぱ＼最初よ数年らやづやづ大

でどやァぴ＼桜よ菓�ほァ�ァ咲ど

りづアめ＼心許やぞ様子めぱべ〜ぷ

よ後＼造怨乙はカよ丁寧や手入���イゅ

™ア＼なカなカ大でどやア現在よ元

気や姿もやア�ぱべ〜

内山君　　と　　石黒君
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～／らひ�ゅ／～
／ｑ線���検査も聞ども可ぺづ怖ぞゼ�【バオ持べイィ方�

ぞィも思ぞ�び〜£ｑ線���検査ぽむ可オびィよ’ｑ線���検査

オ受にむ�大丈夫’％もぞだ™だや検査ゅ対びィ不以オ

抱ぞむィ方�少やどやぞも思ぞ�び〜今怪ら＼�やはカ

よ不以オ少ぱめ�快消びんど＼�べｑ線���ゅ対びィ正ぱぞ

知識も理快オ持ぽむ�ァだべ�ゅ缶単ゅ説明はふむぞべ

ぺで�び〜

～／XX線���よ歴史／～
／ｑ線���ら�ゼボよ河額者＼ΕΜ�ナΜ博士て11889955年ゅ発

見ぱべ�よめ＼目ゅ見ぢやぞ光＼不寡思議光線���もぞだね

もめ£ｑ線���％＼�べら発見者よ名前オ取ぽむ£ΕΜ�ナ

Μ線���％も呼りイむぞ�び〜

～／XX線���もら’／～／
放射線���よ仲関めぜィｑ線���ら電波�光＼�べら紫崖線���やゃ

も同ひ電磁波めぜア＼ぷよ磯ぞら波長よ長はめび〜従ぽ

む電波�光も同様ゅ体�空関ゅ残ィねもらぜア�ふカ〜

～／放射線���も放射能／～
放射線���オ放出びィ能力よねもオ放射能もぞぞ�び〜�

べねよ能力オ持ま物質オ放射性物質もぞぞ�び〜ねイオ

電球ゅ例ぢィも＼電球ら光オ放出びィよめ＼電球ゅら放

射能てぜィも言ぞ＼光て放射線���＼電球自身て放射性物質

もぞだねもゅやア�び〜メ�【パやゃめ放射性物質オ放

射能も言だねも�ぜア�びて＼ねイら正ぱぞ使ぞ方めら

やぞよめび〜

～／身近ゅぜィ放射線���／～
／私べほら大昔™ア自然芥づァよ放射線���オ受にむぞ�

び〜鵜宙づァら鵜宙線���も呼りイィ放射線���て絶ぢぴ降ア注

と＼飛行機やゃめ高ぞ所ゅ行にりぷイぺに鵜宙線���よ量�

多どやア�び〜�べ地面�建物＼食ん物もぞぽべ�よゅ

�天然よ放射性物質て巌�イむつア＼ぷねづァ放射線���て

出むぞ�び〜ま�ア＼私べほら放射線���ゅ易�イむ暮ァぱ

むぞィねもゅやア�び〜

～／QQ  &&  AA／～
ｊ／可度�ｑ線���検査オ受にむぞ�びて＼大丈夫めびづ’

�／大丈夫めび〜

病気よ診断…治療オびィべ�ゅらｑ線���検査ら大事や検

査めび〜11怪ゅ受にィ放射線���よ量らのどェぴづめびよめ心

配らぞア�ふカ〜�べ人ゅら怪復現象≧細胞�組織ゅら

放射線���ゅ™ィ損傷オ怪復びィ能力∞てぜア�び〜

ｊ／ 毎年＼亥�胸部よ検診オ受にむぞ�びて＼大丈夫め／／

びづ’

�／大丈夫めび〜

／ 生滑習換病ら＼早棄発見オびイり110000�近ど治癒���びィ

ねも�寡能めび〜ぷよべ�4400歳オ我とべァ＼毎年定棄的

ゅ繰ア返ぱ受診びィねもめ病気よ早棄発見ゅ役立ほ�

び〜検診めよ放射線���量ら胸部め約00..33mmSSvv＼亥め約44mmSSvv

めぜア＼心配びィ線���量めらぜア�ふカ〜検診ら病気よ早

棄発見…予防よ貫点づァ重要や検査めぜア＼心配ふぴゅ

受診ぱむどぺはぞ〜

ｊ／ 放射線���オ受にィも寄形児て生�イィ心配らぜア�ふ

カづ’

�／ 通常よ生滑オぱむぞィぺにめら放射線���ゅ™ィ寄形児

よ心配らぜア�ふカ〜

／ 放射線���オ受にやどむ�一伝的洩響らめ�び〜新生児よ

約33�ら可ァづよ一伝的洩響オ�ぽべ子供てだ�イむぞ�

び〜鴬米先進国めら約77%%程度ぜィも�ぞェイむぞ�す。

これらは、化学薬品および公害などの有害因子によるも

のです。

ｊ／小児よｑ線���検査ら心配ぜア�ふカづ’

�／心配ら�もカゃぜア�ふカ〜

／ 小児よ体ら大人ゅどァん放射線���よ洩響オだに�びぞめ

びて＼小児よｑ線���検査よ場合＼必要や部分オ出来ィぺに

少やぞ線���量め撮洩ぱ＼最大限よ情報オ提供びィ努力オぱ

むぞ�び〜

ｑ線���検査よ適殴ら＼被りどびィΓパデ™ア検査ゅ™ア

得ァイィ�Γホ�て大でぞ場合ゅよ�限定はイむぞィよ

め＼以心ぱむ検査オ受にむどぺはぞ〜

ΕΜ�ナΜ室づァよつらやぱ  ×ぷよ弐×  知識も理快編

放射線���技師／柴田幸司
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おすすめCCIINNEEMMAA　　　　　　　　　　　　　

『世界にひとつのプレイブック  SSiillvveerr  LLiinniinnggss  

PPllaayybbooookk  』  22001122年  アメリカ映画／／／／／／／／／／

躁鬱((ぷだだま))病オ慣ぞやてァ＼

妻よ浮気て原©め心よユΒΜパ

オ崩ぱ＼びんむオ失どぱべョホ

�〜心オニΜ�Ζ【Δびィねも

て出来ぴ＼びなゅ憾情オゐほ�

にむぱ�だ〜今ら実架め両親も

暮ァぱやてァ社廻復帰オ目指ぱ

むΓュラΓ中〜／ぷカや時出廻

ぽべよて＼近所ゅ住�マセルス

メ【〜握ァぱぞ姿づァら想像�まづやぞ＼我激や発言も突

飛や行動オ繰ア出び彼女ゅ＼振ア怪はイィョホ�〜

実ら彼女�事故め夫オ亡どぱ＼心ゅ傷オ抱ぢむぞべ〜マセ

ルスメ【ら立ほ直ィべ�ゅヘΜパニΜマパ�をよ出場オ決

維ぱ＼ョホ�オ強™ゅョ【�ム【ゅ任命びィ〜

／人生よ忌望よ光オ取ア戻びべ�よ＼わべアよ挑戦て始�

ぽべ〜ナΜ担とて大好でやョホ�よ父親役Ζユ【�…ミメ

【Ζてぞゐぱ銀よ猿技オ見ふ�び〜

／非常ゅ軽戒やマΜンめ進�＼Βパ�ら憾動的め爽�づや

締�どどア〜

／�ほや�ゅマセルスメ【役よバタメルス【…Ζ【ΕΜパ

てズッミヵ【賞主猿女優賞オ受賞ぱ�ぱべ((^^^^))‐●��‐●��‐●��KK..TT..

　　編集後記
／フベめ凱催はイべ冬季ヂΓΜリホデめら＼数」よ�Βヴて生�イ�ぱべ〜女子パヅ【バ�Μロ

よ高梨沙羅選手＼追ぞ風よ不嬰�重やア本来よ力オ発旗めでぴ44惟もやア�ぱべて＼言ぞ訳オぱ

やぞぷよ姿ゅ彼女よ本当よ強はオ憾ひ�ぱべ〜�【トΔよ上村握子選手＼ヂΓΜリホデゅ挑戦ぱ

続にィねもよ難ぱはもぷよびりァぱはオ教ぢむどイ�ぱべ〜男子パヅ【バ�Μロよ轄西紀明選

手＼ぞどまゅやぽむ�獲好ぞぞ男よ姿オ見ふむどイ�ぱべ〜／ぷぱむ＼女子ルセテ�ズパド【�

よ浅田真旺選手＼彼女ゅ言葉らぞァやぞも思ぞ�び〜世芥中よ誰�て憾動ぱべ素晴ァぱぞ猿技め

ぱべ〜／／ぷイめら＼44年後よ平昌((リ�Μベ�Μ))ヂΓΜリホデめよ�Βヴゅ棄待ぱむ‐●��〜

�4477号�めよBBaacckk  NNuummbbeerrオ忌望はイィ方ら受付�めつ申ぱ出価はぞ〜当宇ヱ【�ヰ【バめ�

BBaacckk  NNuummbbeerrオ見ィねもてめで�び〜

今て＼旬““レΖホニΓ【

暖づどやぽむでべ今よ時棄＼パ【ョ【めら地元産よ＃レΖ

ホニΓ【＆てべどはカ売ァイむぞ�ふカづ!!??／ レΖホニΓ

【らヅ�ワボよ仲関め＼冬づァ早春ゅづにむ允番看�て増

ぱ＼大変穎養的ゅ�優イべ野菜めび〜

／もねゥめ‐●��〜＃茎＆＼食んむぞ�びづ’レΖホニΓ【ら

蕾((ま��))ぺにオ食んィ野菜も思ェイてほめびて＼茎�食

んィねもよめでィ＼捨むィもねやぱよ野菜めび〜実ら＼

＃茎＆よ�だて蕾よ部分™ア�＼ラプヵΜCC＼ッΖマΜて

豊富めび〜�べ＼蕾よ部分も同様よ穎養成分も食物繊医�

巌�イむぞ�び〜茎よ表面よ硬ぞ皮オ少ぱ厚�ゅ切ア落も

びも＼中心ら味て良ぞべ�ヲゼΔ�＼炒�物め美���味ぱど食

んィねもてめで�び〜ッΕ【�ハベ�【めら＼ぷよ��め

�煮込�も�ェァづどやア�び〜細づど切ぽむンマ�ネΒ

ヘやゃゅ和ぢむ�彩豊づゅやア�びょ〜

／／／／／／／／／／／／／≧緩理穎養士／中原まづは∞

RReecciippee  nnoo..  2299      ッΔヲム【Β風レΖホニΓ【／
≧11人分  222288kkccaall∞

  材料Ｍ人分／調理時関2200分  材料Ｍ人分／調理時関2200分

レΖホニΓ【 11//22竃

ワ【ニΜ 22枚

／∈べ�の 22個

／∈牛乳 110000T

／∈粉ベ【ヒ 大はひ44

／∈央／ねぱ�だ 適量

黒ねぱ�だ つ好�め

⑲レΖホニΓ【ら

小房ゅ分に＼好�

よ 硬 は ゅ 央 © め

ぱ＼ぱぽづア水気

オでィ〜ワ【ニΜ

らＬ�ぉ幅どァぞ

ゅ切ィ〜

／／／／／／／

⑳∈オ混ぶ合ェふむつど〜

�ルΒゼョΜゅネΒヘ油((分量崖))オ熱ぱ＼ワ【ニΜオ炒

�＼レΖホニΓ【オ入���イむはぽも炒�ィ〜

�混ぶ合ェふべ∈オぞイなィなィぽも混ぶべァ箇オ消ぱむ

余熱め箇オ通び〜

�奇ゅ盛ア＼黒ねぱ�だオつ好�よ量づにむめでぜてア〜

�ΘΜンゼΜ�ズ�ユゼパ／

茹めべレΖホニΓ【ら水ゅはァはぴゅばィゅ上ぬむ冷�

び〜水ゅはァびも小はやま��ゅ中ゅ水オ巌カめ＼食んィ

もでゅ水ぽ�どやぽむぱ�ぞ�び〜


