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ー　新年のご挨拶　ー



／蟹は�＼新年ぜに�ぱむつ�めもだのばぞ�び〜



／昨年ら44月よ熊本大地震＼益国よEEUU離脱決定＼米国め

よ�ムΔ�…�ΒΜロ大統領よ選出＼更ゅら中日�Βヌ

Μヒよ1199年ゐアよ最価惟≧笑∞やゃ国内崖め想定崖よ出

来事て続で�ぱべ〜



／蛾て国めら＼今後少子高齢佳て進展ぱ＼壱療…壊護ネ【

ラパよ需要て増大ぱむぞど中め＼国ら＼22002255年オ目途ゅ

＃地稲壱療構想＆オ策定ぱ＼慣者は�ぷイへイよ状態ゅ

わはェぱぞ良質づま適切や壱療オ効珂的づま効率的ゅ提

供びィ体制オ撹自治体�壱療機韓ゅ求�むぞ�び〜



／当宇�＼地稲よ現状オ見据ぢ＼入���宇≧病床∞機能もぱ

むら＼慢性棄よ慣者は�オ以心ぱむ迎ぢ入���イィべ�よ管

護…壊護体制オはァゅ充実ぱべ�よもぱ＼地稲よ蟹は�

よつ役ゅ立むィ™だ＼パプホル允同＼新べや気持ほめ取

ア組カめぞでべぞも思ぽむぞ�び〜
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インフルエンザとノロウイルス、今シーズンも流行ってます…(^_^;)。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
http://takagihp.jp/

♣ 敬老の日のお楽しみ会 ♣ 
台風て去ぽべ翌日よ99月2211日よ午後＼崖ら�ぺ曇ア空めぱ

べて＼22劾食堂談話室めら＼今年�敬老よ日よゼワΜ�オ

行ぞ�ぱべ〜   
／�ぴ始�ゅ＼今�毎年

恒例もやぽむぞィ四日市

農芸高校よ生滑文佳河よ

生徒よ蟹はカゅ™ィュΜ

�ワΔ猿奏て行ェイ�ぱ

べ〜£上オ向���ぞむ歩ねだ％

£��ひ％£見上ぬむの

ァカ夜空よ星オ％オ披露

ぱむぞべぺでで＼心て癒���

はイィ優ぱぞ伽色ゅ聞で入���ぽむぱ�ぞ�ぱべ〜伽色ゅ合ェ

ふむ禾ェイむぞィ入���宇慣者は��見ぢ�ぱべ〜ぷぱむもむ

�づェぞぞ手作アロΕピΜ�オ入���宇慣者は�ゅぞべぺで�

ぱべ〜   
／続ぞむ中村は�ゅ™ィヂッΓム猿奏もヴバホデハ�【＼

ヂッΓムよ素敵や伽色め＼心て落ほ着で仕事中めぜィねも

オ忘イむぱ�ぞぷだゅやア�ぱべ〜ヴバホデら＼別」よ33

まよ輪て繋てぽべア＼切ぽべらぴよΖ【ロて元ゃつアゅやぽ

べア＼�べ種明づぱ�教ぢ

む頂で＼談話室ゅ笑ぞて広

てア�ぱべ〜   
／菅谷は�ゅら＼皿怪ぱオ

披露ぱむぞべぺでで�ぱべ〜

怪ぱべつ皿オ職��生徒は

カ＼入���宇慣者は�ゅ™で渡

ぱべア＼つ皿ぺにめやど傘

よ上めよヲ【Δ怪ぱ�披露

ぱむぞべぺで�ぱべ〜   
／最後ら辻は�ゅ™ィ禾唱

め＼曲名ら£玩壁よ母％〜

素晴ァぱぞ禾声め＼食堂談

話室ぺにめやど宇内中ゅ響

で渡アぷだめぱべ〜ズΜニ【

Δ�起ねア�ぱべて＼今怪

ら11曲よ�〜来年よつ掛ぱ�もよねもめび〜棄待ぱむぞ�

び＼辻は�〜



／少ぱよ掛ぱぞれも時めぱべて＼来年�ねよ時棄ゅ敬老よ

日よゼワΜ�オ行だ予定めび〜™ゥぱにイり允緒ゅねよ掛

ぱぞ時関オ我のぱ�ふカづ〜

http://takagihp.jp
http://takagihp.jp
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⁂ 雪だるま…SNOWMAN…です ⁂ 

／11月1155日よ日曜日＼可年振

アづよ大雪て降ア�ぱべ〜



／翌日よ1166日�め降ア続ど雪

め＼病宇駐車場ら写真よ™だ

ゅ允面よ銀世芥もやア�ぱべ〜

／ぷよつ烏�ぜぽむ＼病宇33

劾よワΒΜヘゅ降ア積�ぽべ

雪め＼パプホルてづェぞぞ雪ぺィ�オ作ぽむどイ�ぱべ〜



／勘ぞ中＼�カや童心

ゅづぢぽべ™だめ＼結

構掛ぱカめぞべ™だめ

び〜



／眉毛よぜィ雪ぺィ�

≧SSNNOOWWMMAANN∞÷やづ

やづよ力作めびょ

≧笑∞〜

☀ LEDはやっぱり明るいです ☀ 

／世関めらLLEEDDよ普及て進�中＼当宇ゅつぞむ�照明奇具

オ徐」ゅLLEEDDを変更びィ作業オ行ぽむぞ�び〜



／�ぴ＼作業よ際ゅ明度≧明ィは∞て重要もやィ22劾ム【

パパマ【ハ�Μ＼ネレパマ【ハ�Μ＼ぷぱむ允部病室よ照

明奇具オ変更ぱ�ぱべ〜



／LLEEDDら＼発光ヘゼヂ【�オ使用ぱべ照明奇具め低消費電

力＼長寿命もぞぽべ特徴オ持ぽむぞ�び〜消費電力ゅまぞ

むら＼従来も比ん約半分程度め済�™だゅやア�び〜



／�べ＼二酸佳炭素よ排出量て少やど水銀�未使用よべ�

監境ゅ�良ぞよめび〜



／はァゅ＼ツΒパ

オ使用ぱやぞ構造

ゅ™ア＼振動�衝

撃ゅ強ど＼紫崖線���

オ出はやぞよめ虫

オ希ふ付にやぞも

ぞだ�Γホ�やゃ

�ぜア�び〜



／22002200年オ目途ゅ従来よ白熱灯�蛍光灯て製造中止もやィ

ねもて予想はイィべ�＼今後当宇めら宇内全むよ照明奇具

オLLEEDD佳ぱむぞでべぞも考ぢむつア�びよめ交柑時ゅら＼

の迷惑オつづにぱ�びて＼の協力よ程＼可卒™ゥぱどつ伎

ぞぞべぱ�び〜



♦  おすすめスポット  ♦



虎渓山永保寺（こけいざんえいほうじ）



ー  四季折々の景色に癒�される名刹（めいさつ）ー



／幾阜県多治見市ゅぜィ寺宇〜鴨倉時代≧11331133年∞ゅ凱創

はイべ小高ぞ虎渓山ゅ佇�禅寺〜／正式名称ら臨済宗南禅

寺派  虎渓山頴保寺〜£虎渓％

よ名前よ由来ら＼夢窓疎石てね

よ地オ訪イべ際＼中国  蘆山よ

虎渓よ風景≧現在ら世芥一産∞

ゅ似むぞべねもゅ由来びィも言

ェイむぞ�び〜



／鴨倉末棄ゅ建むァイべ£貫伽

堂％も£凱山堂％ら国宝ゅ指定

はイ＼池泉怪遊式庭怨ら国よ名

勝ゅ指定はイむぞ�び〜



／頴保寺よ紅葉ら＼飛騨美���濃紅

葉3333選ゅ選りイむつア＼1111月

ゅら庭怨よ��ひも本堂前ゅぜィ樹齢約770000年よ大銀委≧ぞ

ほ�だ∞て鮮�づゅ色みで＼市民�貫光客オ魅了ぱ�び〜／

�べ＼毎年33月1155日ゅら収蔵はイむぞィ貴重や文佳財�史

料よ允般公凱て行ェイ�び〜／



／22000033年よ箇災め本堂も庫裏て全焼ぱ�ぱべて＼再建オ伎

だ市民オ中心もぱべ募金滑動ゅ™ぽむ22000077年ゅ庫裏て＼

22001111年66月ゅ本堂て＼威前も同ひ姿め再建はイ�ぱべ〜



／�べ22001111年™ア＼

国宝貫伽堂内�境内

オ使ぽべ£禅式結婚

式％オ行ぽむつア＼

記念ゅ残ィ特別や式

オ挙ぬィねもて出来

ィぷだめび〜



／



／蟹は��允度出づにむ�むらぞづてめぱ�だづ〜
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～ ノロウイルス感染症とは？ ～ 
／ヤΖゾゼΔパ憾染症ら＼乳幼児づァ高齢者�め＼幅広ぞ

年齢層ゅ急性亥腸縁オ™で起ねびゾゼΔパ性よ憾染症めび〜

冬季ゅ発生びィねもて

多ど＼1111月頃づァ流行

て始�ア＼1122×22月ゅ

リ【デオ迎ぢ�びて＼

年関オ通ぱむ発生ぱ�

び〜



／原©ゾゼΔパめぜィ

ヤΖゾゼΔパらヨ�よ

小腸内よ�め増殖ぱ�

びて＼冠燥�熱ゅ�強

ぞだぢゅ自然監境価め�

長棄生存て寡能めび〜はァゅ＼憾染力て非常ゅ強ど＼少量

よゾゼΔパ≧1100×110000個∞め�憾染ぱ＼発症ぱ�び〜



～ どんな症状？ ～ 
／ヤΖゾゼΔパら体内ゅ入���ぽべ後＼小腸よ上皮細胞め増殖

ぱ＼亥よ嬰動神経よ低価�

麻痺オ伴だべ�＼主ゅ£腹

痛…価痢…吐で気…嘔吐％

やゃよ症状オ™で起ねぱ

�び〜潜伏棄関ら1122×4488

時関程度もはイむぞ�び〜

／亥オれぽどア返び™だ

や吐で気ぜィぞら嘔吐て

突然＼強烈ゅ起でィよて

特徴めび〜



／発熱ら約3377×3388↓程度めぜィねもて多ど＼成人めら吐で

気�腹部膨満憾≧つやづよ張ア憾∞もぽべ症状て強ぞ™だ

めび〜ぞぴイよ症状�通常ら発症後11×22日程度め治�ア�

び〜



／価痢ら水様性め＼重症例めら11日ゅ十数怪�見ァイ�び

て＼通常ら22×33怪め治�ア�び〜ぷよ他よ症状もぱむら＼

発熱ゅ伴だ＼筋肉痛＼頭痛やゃて見ァイ�びて＼ぞぴイ�

軽症めび〜



～ 症状のない「不顕性感染」に要注意！ ～ 
／ヤΖゾゼΔパゅ憾染ぱべゅ�づづェァぴ＼嘔吐…価痢や

ゃよ症状て出やぞ��便中ゅゾゼΔパオ排出びィねもてぜ

ア�び〜ねイオ£不顕性憾染％も言ぞ�び〜無症状めぜぽ

む�＼身近や人ゅ症状てぜィ場合ら自身�憾染ぱむぞィ寡

能性てぜィべ�＼無自較よ��憾染源もやィ場合てぜア�

び〜



／特ゅ＼調理やゃめ食品オ取ア或だ方やゃら十分や注維て

必要めび〜



～ かかってしまった時の対処法 ～ 
／ヤΖゾゼΔパゅらゼΜルΔダΜノゾゼΔパよ™だゅ有効

や抗ゾゼΔパ薬てやど＼主ゅ対症療法て行ェイ�び〜特ゅ

抵抗力よ弱ぞ乳幼児�高

齢者て憾染びィも＼£脱

水症状％ゅやア�びぞよ

め＼症状て落ほ着ぞべ時

ゅ＼少ぱぴま水分補給オ

行ぽむどぺはぞ〜



／脱水症状てれゃぞ場合

ゅら＼病宇め点滴オ行だ

やゃよ治療て必要もやア

�び〜尚＼価痢止�オ服用びィも＼ゾゼΔパて腸緩内ゅも

ゃ�ア＼怪復オ遅ァふィねもてぜィよめ＼ぜ�ア使用はイ

ィねもらぜア�ふカ〜ぷよ代ェアゅ＼制吐剤�整腸剤て使

用はイ�び〜



～ 感染を拡大させないための対策 ～ 
／ヤΖゾゼΔパら主ゅ経口憾染め＼ヤΖゾゼΔパゅ往染は

イべ二枚外≧主ゅ温蠣∞やゃオ摂取びィねもめ憾染ぱ�

び〜



／の架庭めら＼憾染者よ便�嘔吐物ゅ触イべ手指め取ア或

だ食品やゃオ壊ぱむ＼二次憾染オ起ねびねもて多どやぽむ

ぞ�び〜



／往物≧嘔吐物�排泄物∞ゅら＼ヤΖゾゼΔパて大量ゅ巌

�イむぞィ寡能性てぜア�び〜憾染よ核大オ防なべ�ゅら

£びり�ど％＼£適切％や処理て必要めび〜



／消毒ゅら央素系漂白剤≧市販よュゼプ【やゃ∞て有効め＼

£往物オ処理びィ場合％ら＼00..11%%越≧濃ぞ�‥ヅ�ホロ22

杯§水550000mmll∞オ作ア＼手袋＼ヴパデやゃオ装着ぱべ上め

£びり�ど％怪収ぱ＼ラメ【Δ袋ゅぞイ＼廃©���ぱ�び≧出

来イり生滑排水ゅら流はやぞめどぺはぞ∞〜



／£往物め往イべ育類％やゃら＼価洗ぞよ後＼00..0022%%越

≧薄ぞ�‥ヅ�ホロ22杯§水22550000mmll∞ゅ浸ぱ＼消毒オ行

ぞ＼十分ゅびびと＼更ゅ高仮よ冠燥機やゃオ使用びィも™

ぞめぱ�だ〜



／£便座％やゃら00,,11%%越め＼£往物よ飛ろ散ぽべ床やゃよ

周���易監境％ら00..0022%%越め拭で取ぽべ後＼はァゅ水拭でオ

行ぽむどぺはぞ〜



／ぞぴイよ場合ゅつぞむ�＼憾染対策よ重要やンゼΜ�ら＼

調理前＼食事前＼�ゼΕよ後やゃゅ＼ぱぽづアも手洗ぞ…

消毒オ行だねもめび〜

ノロウイルス感染症：予防と対策
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／允年よだほめ最�勘ぞ11月＼22月÷〜ゼΜルΔダΜノ�亥腸ッピて最�流行ィ時棄めび〜蟹は

��手洗ぞ…だてぞやゃよ嬉本的や憾染対策オ講ひむ＼体調緩理ゅつ努�どぺはぞ〜／／／／

今怪よ£ヤΖゾゼΔパ憾染症‥予防も対策％て少ぱめ�つ役ゅ立むイり幸ぞめび〜



�5544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〜



☆おすすめ ☆　　　　　　　　　　　　　
『グラン・トリノ  GGrraann  TTrriinnoo  』22000088年  アメリカ映画



　男ら迷ぽむぞべ＼人生よ締�ど

どア方オ÷〜



／少年ら知ァやづぽべ＼人生よ始

�方オ÷〜



／ぷぱむ＼二人ら出廻ぽべ〜



／デΓΜ�…ゼ【パ�ゾホ�て竿

督…主猿オ務�べ人関�Βヴ〜朝

鮮戦争従軍経験オ持ま気難ぱぞ主

人公て＼近所ゅ™ぽ�ぱむでべズ

バズ系遺民允架もよ交流オ通ぱむ＼自身よ偏見ゅ直面ぱ轄

藤≧づぽもだ∞びィ姿オ描ど〜



／ゼ【パ�ゾホ�猿ひィ主人公も友情オ茨�少年プヂ＼ぷ

ぱむ彼よ姉パ【〜�もカゃ無名よ役者オ起用ぱ＼ズ�Γッ

ゅ暮ァび少数民族オ仮づや�やばぱめ見ま�むぞィ〜



／妻ゅ先立べイ＼息子べほも�疎汚や元軍人よゾチΔ�＼

彼ら＼自動車工よ仕事オ™退ぱむ威来単調や生滑オ送ぽむ

ぞべ〜ぷカやぜィ日＼握車トΒΜ…�Γヤて盗�イぷだゅ

やぽべねもオでぽづにゅ＼ズバズ系遺民よ少年プヂも知ア

合だ〜�てむ二人よ関ゅ駕生ぢべ友情ら＼ぷイへイよ人生

オ大でど変ぢむぞど〜



／ぷぱむ最後ゅゾチΔ�ら可オ選カぺよづ÷／／／  KK..TT..

　冬に作るならやっぱり鍋！ 
ー　管理栄養士　中原つかさ　ー 

／普段ら奇ゅ山盛アよ野菜やカむ食んィ機廻�ぜ�

アぜア�ふカて＼つ鍋やァべぽゑア野菜�＼�Γ�

Γ食んァイ�び™ょ〜つ

肉�豆腐＼でよねやゃ�

入���イイりつ鍋れもまめユ

ΒΜパよ取イべ�メ�【

よ寛成めび〜体よ芯�め

ンッンッ仮�ィよめ＼暖

房よ節約ゅ�やア＼ダニ

め�ぜア�びょ〜



／今怪ら＼美���容効珂て高

ぞ舘国よ鍋料理＼パΜ�ソ

レベナよΕハリオＬま〜



／�ゾツΒハ�辛味�ぱぽ

づア入���ぽむぞィよめ体オ芯づァ仮�むどイむ＼新陳

代謝�滑発ゅやア�び〜�べ＼�ゼΜてつ豆腐よ衣

ッΖΓ【て抑ぢァイ＼パ【ロよ中ゅらズネΓよ出汁

�入���ぽむぞィよめ逢甥やゃよヵャΒΔ�摂取めでィ

よ�特徴めび〜



RReecciippee  nnoo..3366＊缶単!!  つぞぱぞ!!  パΜ�ソレベナ＠



【作り方】 

11.. 合ェふ調味料オ™ど混ぶむつど〜



22.. 豆腐よ水気オ軽ど切ア＼手め粗ど�なび〜砂抜でぱべぜ

はアよ穫オねびア合ェふむ洗だ〜



33.. 豚肉ら＼適当や大ではゅ切ア＼ルΒゼョΜゅの�油≧分

量崖∞オ™ぞむ＼色て変ェィ�め炒�ィ〜



44.. 鍋ゅ＼水も絹のぱ豆腐＼ぜはア＼ぢよで＼炒�べ豚肉オ

入���イィ〜ぷねゅ＼合ェふ調味料オ入���イむ箇ゅづにィ〜



55.. ぜはアよ口て凱ぞべァ＼斜�ゅ切ぽべょとオ入���イ＼箇て

通ぽべァ＼最後ゅ允味唐辛子めつ好�よ辛はゅ味オ調ぢ

む出来上てア〜



＊ねカやズΕΜバ�試ぱむ�むら÷＠



ぢよでよ代ェアゅ＼ぱ�ひ＼ぱぞべに＼ダΓΜテやゃめ

�OOKK“



ぜはアよ代ェアゅ温蠣≧ッヅ∞オ入���イむ�つぞぱぞめび〜

 材料（2人分）　326kcal／1人分
調理時間 約20分

絹ごし豆腐 1丁
あさり 10個程度
豚肉 100g
ねぎ 1/2束
えのき 1パック
水 500㏄

一味唐辛子 お好みの辛さで
合わせ調味料（以下）

ごま油 大さじ1
コチュジャン 大さじ1
ねぎ　みじん切り 大さじ1

砂糖 小さ1
おろしにんにく 小さじ1
鶏ガラだし 大さじ1
しょう油 大さじ1/2
お酒 小さじ1


