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昼関よ日差ぱら�ぺ�ぺ強ぞめびて＼朝夕ら涼ぱど＼
我のぱ�びぞ季節ゅやア�ぱべ〜
今暇ら撹地め大臼ゅ™ィ大規模や被概て発生ぱ＼多ど
よ犠牲者て出�ぱべ〜自
然よ驚違ら人関て立ほ向���
づだねもよめでやぞ�よ
て�もカゃめび〜人関よ
都合ぺにめ便利オ追求び
ィぜ�ア＼自然オ破恢ぱ
べねもゅ™ィまにて怪ぽ
むでべ™だや気てぱ�
び〜
／ 蟹はカ�＼ョフニΜ�

敬老の日のお楽しみ会
…出し物がいっぱい
／99月2244日＼33劾ミゼΔ【�ゅつぞむ
＃敬老よ日  つ掛ぱ�廻＆  て行ェイ�
ぱべ〜最初ゅ慣者は�の架族よ中村
は�ゅ＃ヂッΓム＆よ猿奏も＃ヴバ
ホデ＆オ披露ぱむぞべぺで�ぱべ〜
ヴバホデよ腕前ら年」上達はイむぞ

ィ™だめ＼今怪らプャ明づぱ�披露

パヴ【�ルチΜよ雅面づァ目オ離ぱむ＼目よ前よ自然�
でイぞや夜空オ眺�む�むらぞづてめぱ�だづ〜ねよ美���
ぱぞ地球オ大切ゅぱむぞど気持ほて少ぱめ�ぜイり＼自
然�私べほゅ対ぱむ�はぱど微笑カめどイィよめらやぞ
めぱ�だづ〜
現在＼当宇めら＼市よ健康診断≧特定健診＼後棄高齢
者健診やゃ‥77月11日×1111月3300日∞＼人関ホデ≧国保
ホデ‥   77月11日×1111月3300日   ∞つ™ろてカ検診≧亥てカ＼
肺てカ＼大腸てカ＼前立腺てカ‥77月11日×平成2277年11月
3311日∞オ受に付にむぞ�び〜
普段づァぺよゃねづゅ不以�不調オ憾ひむぞィ方＼定
棄的や健康診断オ受にァイむぞやぞ方やゃ＼年ゅ允怪よ
づァぺよベタホデオ受にむ��ふカづ〜

はイ＼廻場ら笑企めぜわイむぞ�ぱ
べ〜  続ぞむ慣者は�の架族よ菅谷は
�ゅ™ィ皿怪ぱて披露はイ＼慣者は
��允緒ゅやぽむ皿怪ぱゅ参家はイ
むつア�ぱべ〜

／ぷぱむ恒例よ県立四日市農芸高等
額校生滑文佳河生滑福祉ニ【パよ額
生はカゅ™ィュΜワΔ猿奏て行ェ
イ�ぱべ〜ぞま�やてァ素晴ァぱぞ
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猿奏め＼慣者は�＼の架族は��掛
ぱど聞で入���ぽむつァイ�ぱべ〜

／�べ＼手作アよ＃�てょ拭で付で
根付に＆よロΕピΜ��ぜア＼蟹は
�大変基カめつァイ�ぱべ〜ぷよ後
ら＼蟹め禾オ禾ぽべア＼パプホルよ
テプ【猿奏やゃ�披露はイ＼本当ゅ
掛ぱぞれももでめぱべ〜
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♣ 防災訓練を行いました ♣

／66月2255日ゅ消防訓練オ実施ぱ�ぱ
べ〜箇災発生時ゅ迅速ぷぱむ以全ゅ
慣者様オ避難はふィねもオ目的も
ぱ＼毎年行ぽむつア�び〜  
／今怪ら＼実際ゅ箇災警報奇オ作動
はふ＼夜関ゅ22ヂ�ボ庫™ア箇災て
発生もぱべ想定よ訓練オぱ�ぱべ〜
夜関めら少やぞ職�め＼避難誘導…
消防署をよ通報…箇災消箇オぱやど

むらやア�ふカ〜避難ゅまぞむら＼
職�よ人数�慣者様よ状態ゅ™ぽむ
避難はふィ方法て変ェィねもてぜア
�び〜慣者は�≧慣者役よ職�∞オ

ぽむぞィ被概状況等オ伝ぢ�ぱべ〜／
箇災消箇めら＼本当よ箇災発生時ゅ
ョメホデゅやァやぞ™だゅ水消箇奇
オ実際ゅ放水ぱ�ぱべ〜�べ＼消防
設備よ方よ指導よ�も＼消防設備ゅ
まぞむどェぱぞ説明オ受に�ぱべ〜
／当宇めら＼今後�パプホル全�て
防災維識オ持ぽむ＼蟹はカて以心ぱ
むの来宇めでィ™だゅ努�むぞでべ
ぞも思ぞ�び〜

ハ【ボめ覆ぞ搬送ぱべア＼抱でづづ
ぢべア＼背負ぽべア＼車ゼパオ使用
ぱべアもぞゥぞゥやョプ【Μめ行ぞ
�ぱべ〜通報訓練ゅまぞむら＼実際
ゅ消防署ゅ通報ぱ＼現在宇内め起ね

新しいユニフォーム

ウサギたちが楽しそう

／�メルチ【�て新ぱどやア�ぱべ〜  ／／
／ 赤�紺よ動で�びぞプゼロよ�よ＼岸襟よづェぞァぱぞ
プゼロよ�よや
ゃ＼れもまよ形ゅ
もァェイぴ＼パプ
ホルて自由ゅ選ん
ィ™だ＼ユΒダマ
セゅもカぺ�よも
ぱ�ぱべ〜パプホ
ルづァら機能的め
動で�びぞも好評
めび〜

／ 卯よ写真ら＼崖来
慣者は�ゅ作ぽむぞ
べぺぞべ＃つ月見よ
飾��� ア ＆ め び 〜 栗 �
劃＼��ひて美���ぱど
飾���ア付にァイ＼づェ
ぞァぱぞゾネテべほ
て掛ぱぷだゅ餅まで
オぱむぞ�び〜
／ 崖来待合ダΕワ【
プヱ【Δゅ飾���ァイむぞ�びよめ＼蟹は�＼つ時関てぜイり
是非御覧ゅやぽむどぺはぞ〜

♫♬ サンセベリアの花 ♫♬

／
／ 崖来待合室よ水槽前ゅぜィネΜビワ
Γズ〜ヴゼムパゼヂΜオ放出びィ事
め知ァイむぞィ貫葉植物めび〜
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／ぷよネΜビワΓズゅ菓て咲で�ぱ
べ〜初�むよねもめぱべて＼  葉も葉
よ関づァ茎て伸ろむづェぞぞ白ぞ菓
オまにむぞ�ぱべ〜つ菓らゃだぱべ
ァ咲どよづ’／狭苦ぱどむねイ威上
よ繁殖て望�やぞめぜゥだ監境ゅつ
づイむぞィもづ＼ネΜビワΓズて生
命よ器機オ憾ひむ子孫オ残ぷだも菓
オ咲づふィもづ＼ぞゥぞゥ言ェイむ
ぞィ™だめび〜め�本当ら気�なイ
やよづ�知イ�ふカ〜
／はむ＼今度らぞま菓オ咲づふむど
イィよめぱ�だづ
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パ�Εホベも筋肉ゅまぞむ
半田陽子／≧臨床実習生‥東皆壱療河額専門額校Ｎ年∞／
〜／™ど使だ筋肉ら疲イィ’／〜
／™ど使だ筋肉ら伸りぱむつぞむぜぬやぞも＼疲イむ縮カ
ぺ状態よ��ゅやぽむぱ�ぞ�び〜筋肉ら収縮びィ際ゅ力
オ出ぱ�びよめ＼縮カぺ��ゅぱむつども力て出やどやア
�び〜�べ＼姿勢て圧どやィやゃ＼体よ筋肉ユΒΜパオ�
圧どぱむぱ�ぞ�び〜
〜／らひ�ゅ／〜  

〜／縮カぺ筋肉らドツよ�も’／〜

／�やはカらパ�Εホベも聞ども＼ゃカやねもオ思ぞ浮づ
ん�びづ’体オ�ェァづどびィ＼嬰動前よ準備体操＼ヘゼ
ダホ�‐●��やゃぞゥぞゥやねもオ連想はイィよめらやぞめぱ
�だづ〜めら実際＼£パ�Εホベよ効珂ら’％も聞づイべ
際＼多どよ方ら詳ぱどらェづァやぞ＼も言ェイ�び〜ぷね
め＼今怪ら£パ�Εホベ％も韓連性よ強ぞ£筋肉％ゅまぞ
む缶単ゅ説明ぱ™だも思ぞ�び〜

疲労ぱむ縮カぺ��ゅやぽべ筋肉ら＼動でゅ対びィ反殴
て圧どやぽむぱ�ぞ�び〜ぷよべ�＼急激ゅ™で伸りはイ
ィも肉離イ�腱…靭帯ゅ損傷オ起ねぱ�びどやィべ�＼拐
蛾よ元もやア�びどやア�び〜
〜／パ�Εホベよ効珂ら’／〜
／パ�Εホベよ効珂ら＼嬰動前も後め違やア�び〜
…嬰動前よゾチ【�ズホロもぱむよパ�Εホベら＼韓節よ
動ど範易オ広ぬむどイ�び〜�べ＼筋肉ゅ刺激オ与ぢ＼
体オ動で�びどぱむどイ�び〜
…嬰動後よデ【ΔヘゾΜもぱむよパ�Εホベら＼疲労ゅ™
ア硬どやぽべ筋肉オ柔ァづどぱむ＼血越循監オ促びねも
め怪復オ促進はふむどイ�び〜

〜／パ�Εホベゅら種類てぜィ／〜  
／パ�Εホベら大でど分にむ22種類ぜア�び〜れもまら
£©ぽどアも筋肉オ™で演りびパ�Εホベ％め＼�だれも
まら£反動オ利用ぱべパ�Εホベ％めび〜
／©ぽどアも伸りび方ら＼反動オまにぴゅ行だパ�Εホベ
め＼筋肉オ伸りぱべ状態め止�数十秒関ぷよ��ゅぱ�
び〜ねイオ©ぽどアも呼吸ぱやてァ行ぞ�び〜
／反動オ利用ぱべ方ら＼™ど体茨やゃめ行ェイむぞィズヅ
Εパ腱オ＼＃ゼベ…メホ…ネΜホ＆も�に声オづにやてァ
伸りび方法めび〜最近めら筋肉て損傷ぱむぱ�だ器険よ寡
能性て指摘はイむぞ�び〜他ゅ�種類てぜア�びて＼最近
めら©ぽどアも行だパ�Εホベて効珂的も言ェイむぞィべ
�＼ぷほァオ中心ゅ説明ぱべぞも思ぞ�び〜

〜／つェアゅ／〜
筋肉ら急ゅ動づびねもめ＼痛�て出ィ＼疲労びィやゃ拐
蛾ゅ繋てィ要素てぜア�び〜ぷよべ�＼©ぽどアも筋肉オ
伸りびパ�Εホベめ筋肉オ伸りぱ＼体オ動づぱ�びどぱ筋
肉よ柔軟性オ向���上はふィねもて良ぞもはイむぞ�び〜毎日
よ架事よ合関やゃゅ£やてァ嬰動％もぱむパ�Εホベオ取
ア入���イィねもオつ喚�ぱ�び〜

〜／筋肉オ理快ぱ™だ／〜
パ�Εホベオ行だ際ゅ欠づふやぞねもら＼筋肉ゅまぞむ
よ知識もやア�び〜筋肉もよ韓連性オ知ぽむぞィねもて重
要もやア＼筋肉よ仕組�オ知ィねもめパ�Εホベ嬰動よ大
切は�理快びィねもてめで�び〜
〜／筋肉らぞま働どよ’／〜  
／筋肉ら収縮びィ≧縮�∞際ゅ力オ出ぱ�び〜筋肉ら嬉本
的ゅ允方向���ゅぱづ力オ出はぴ＼伸ろべ状態づァ縮�際ゅ力
オ発旗ぱ�び〜例ぢり＼腕オ伸りぱべ状態づァ肘オ曲ぬ
む＼£ベッΒニレ％オ作ィ時やゃめび〜

（向かって左から半田さん、当院PTの南出さん、伊藤さん）
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☆おすすめCCIINNEEMMAA☆

バハ�Μも同ひど＼彼��べ誰よ記俺ゅ�残ァぴ＼跡形�
『シュガーマン  奇跡に愛された男 SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr   やど消ぢ去ぽべ〜／ぱづぱ＼伽源ら嬰命ゅ導づイィ™だゅ
皆オぢ＼汚ど南ズルΓッよ地ゅ渡ィ〜／反ズョΔ�ヮゼ
SSuuggaarr  MMaann  』  22001122年  スウェーデン・イギリス映画／／／
／
�よ機嬰て盛ア上てィ中＼体制オ変ぢ™だもびィ若者べほ
地球よ裏側め起ねぽべ
よ胸ゅ突で刺はぽべΖΓナパよ曲ら＼楽命よハΜヲΔゅ
寄跡て＼男よ人生オ大
やぽむぞど〜
でど変ぢィ】
／ぷよ後�2200年ゅ渡ぽむ広ぞ世代ゅ支持はイ続に＼南ズ
7700年代ミ�Ζゼ�＼忽
ルΓッめらΖ【ΓΜト…パ�【Μヒ�ヲレ…ミセΒΜオ超
然も姿オ消ぱべ幻よハ
ぢィ�ゃ有名やズΔユ�ゅやぽむぞべ〜
Μツ【＼ΖΓナパ〜／
／ぱづぱΖΓナパよ£ぷよ後％オ誰�知ァやぞ〜失維よ
ぷよ禾て国も時代オ超
だほゅパマ【バめ自殺ぱべ＼もよ都市伝説ぺにて残はイむ
ぢ＼南ズルΓッめ寄跡
ぞィぺにぺぽべ】〜
オ起ねぱむぞど〜伽掛よ共鳴力ゅ心打べイィ＼驚嘆よ実
／やぶΖΓナパよ伽掛ら同時代よズ�Γッめ無視はイ＼
話〜
南ズルΓッめ熱狂的ゅ受に入���イァイべよづ’／彼らぞぽべ
／11996688年＼ヵハツΜ州ミ�Ζゼ�〜場末よユ【め禾だ允
ぞゃねを行ぽむぱ�ぽべよづ’
人よ男て＼大物ロΖミ�【ネ【目ゅも�ィ〜彼よ名らΖ
／ねイら＼伽掛よ共鳴力ゅ心打べイ＼人生ゅ起ねィ本当よ
Γナパ〜／満オ持ぱむミラ�【ズΔユ�£CCoolldd  FFaacctt％オ
寄跡ゅ出廻だ＼珠玉よヅ��ΜプΓ【めぜィ〜／KK..TT..
発表びィて＼商業的ゅら大失敗ゅ終ェィ〜／多どよヵ�【

暇よ疲イオ取ア＼冬ゅ備ぢィ〜
秋野菜オべぽゑア食ん™だ!!!!

調味料AA

☆緩理穎養士／中原まづは☆
／ぞ™ぞ™秋めび〜秋もぞだも＼行掛よ秋＼パン【ボよ
秋＼読書よ秋‐●��〜ぞゥぞゥぜア�びて＼�らアぞほりカ身
近やよら＃食欲よ秋＆めらやぞめぱ�だづ〜秋ら大自然づ
ァ実アオ収赫びィ季節めび〜�ぴ�ぴぱど穎養豊富や秋野
菜オべぽゑア食んむ�ぽも�ぽ
も健康ゅやア�ぱ�だ〜代表的
や秋野菜ら＼ひ�てぞ�…はま
�ぞ�…里引…人参…イカね
カ…の�だやゃよ根菜類〜ハゼ
プド�ぱ�ひやゃよヅヤニ類�
秋よ味較めび〜穎養面めヂパパ
�やよら＼�ぞべに≧ぱぞべに
よ22倍よッΓゾ�∞もぢよでべ
に≧ラプヵΜBB11てヅヤニ類め�
ホロ∞めび〜

和風ぺぱよ素

66gg

料理酒＼ぱ�だ油
�アカ
央

撹大はひ22
大はひ11
小はひ11//33

⑲つ米ら炊ど3300分前ゅらもぞめ＼ばィゅ上ぬむつど〜調
味料AAら混ぶむつど〜
⑳はま�ぞ�ら＼べェぱめでイぞゅ洗ぞ＼皮よ��22ccmmど
ァぞよ食ん�びぞ大ではゅ切ィ〜水ゅはァぱズデオ抜ぞべ
�よオ＼ばィゅ上ぬむつど〜
��ぞべに＼ぱ�ひら石みでオ落もぱ＼小房ゅ分にむつ
ど〜
�炊飯奇よ内噛ゅ＼米オ入���イ＼調味料AAオ入���イ＼炊で込�
��Γよ33合よもねゥ�め水≧分量崖∞オ入���イィ〜
�はま�ぞ�＼でよねオ米よ上ゅよふ＼混ぶぴゅ炊で込�
パゼホベオ王び〜
�炊でぜてぽべァばぽどア混ぶ奇ゅ盛ア＼黒ぞアの�オ振
アづにむ出来上てア〜

RReecciippee  nnoo..3300  でよねもはま�ぞ�よ炊で込�の飯／
≧11人分  225500kkccaall∞
�ΘΜンゼΜ�ズユゼパ／
  材料／44人分／
米

33合

はま�ぞ�

225500ggどァぞ≧中11本∞

�ぞべに＼ぱ�ひ

撹11ョホデ

黒ぞアの�

仕上ぬゅ適量

／ 秋よ長臼ハ【ヒΜら66月よ梅臼威上ゅ菌て繁殖ぱ�びぞ
時棄もぞェイむぞ�び〜保存びィ場合ら冷蔵庫ゅ入���ィ＼食
材ら早�ゅ使だ＼家熱�メ�【らぱぽづア家熱びィ＼�や
板＼包丁らね��ゅ消毒びィやゃ＼ヅホベΜめら食中毒ゅ
�気オまに�ぱ�だ〜

／�4488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〜
TThhaannkk  YYoouu‐●��GGooooddbbyyee,,  RRoobbiinn  ((WWiilllliiaammss))
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