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£ナΓΒ豪臼％ら＼
£局地的大臼％オ指
びも言ェイむつア＼
ぷイオ気象庁ら£急
ゅ強ど降ア＼数十分
よ短時関ゅ狭ぞ範易
ゅ数十ヵΓ程度よ臼
量オ�べァび臼％も
定義ぱむぞ�び〜


／£ゅェづ臼％も£局地的大臼％＼ぞぴイ�積乱影ゅ™ア
�べァはイ�びて＼発生よ我程ゅ大でや磯ぞやど＼違やィ
点も言ぢり＼�らア£臼量％もぞだねもゅやィよめび〜


／ねイづァら秋よ長臼よ季節めび〜�べ＼台風よ発生ぱ�
びぞ時棄め�ぜア�びよめ＼蟹は�＼災概対策ら十分ゅつ
取アどぺはぞ〜

／今暇ら撹地め＼ぞェ©ィ£ナΓΒ豪臼％ゅ™ィ水災概て
数多ど発生ぱ＼多どよ被概て報道はイ�ぱべ〜ねよ£ナΓ
Β豪臼％もぞだ言葉÷最近盛カゅ使ェイィ™だゅやぽむで
�ぱべ〜


／昔づァぞだ£ゅェづ臼％＼ぷイもねよ£ナΓΒ豪臼％＼
ゃほァよ臼�允時的や�よめぜィべ�＼同ひ気象現象オ別
よ言葉め表現ぱむぞィ™だゅ憾ひィづ�ぱイ�ふカ〜めら＼
£ゅェづ臼％も£ナΓΒ豪臼％ゅら＼可づ磯ぞらぜィよめ
ぱ�だづ〜


／気象庁ら£ゅェづ臼％もら£降水て地稲的ゅ散発びィ允
我性よ臼〜允時的ゅ降ィ臼％も定義ぱむぞ�び〜允方よ£ナ
ΓΒ豪臼％ゅ韓ぱむら＼気象庁ら予報用語もぱむ採用ぱむ
ぞやぞべ�＼明角や定義らぜア�ふカ〜べぺぱ＼允般的ゅ

／77月77日�め飾���ァイ＼短ぞ関めぱ
べて＼蟹は�よ目よ保養もやア�
ぱべァ幸ぞめび〜


／伎ぞ事て樺ぞ�び™だゅ÷〜

★  七夕飾�り  ★


今年�恒例行事もやぽむぞィ七夕よ笹飾���アオぱ�ぱべ〜病
棟ゅ33ッ所＼11劾受付前ゅ  11ッ所＼職�て飾���ア�短冊オ付に
�ぱべ〜�べ＼入���宇慣者は��の架族よ方＼の来宇はイべ
慣者は�ゅ�短冊ゅ伎ぞ事オ書ぞむぞべぺで＼心よね�ぽ
べ短冊�面白ぞ内容よ短冊やゃ＼べどはカぜア�ぱべ〜



🌕

みんなでお月見

🌕 


／飾���ァイむぞィ場所ら＼小はやテ�ΒΓ【
もやぽむつア＼今怪�崖来慣者は�ゅヲΒ
Μマセズめ作ぽむぞべぺで�ぱべ〜



／崖来待合よダΕワ【プ卯ゅ飾���ァイべ寡握
ァぱぞゾネテべほ〜今日ら�カやめつ団子
オ食んやてァつ月見めび〜



／本当ゅ素晴ァぱぞ出来瑛ぢめびよめ＼蟹
は��つ時関てぜイりの覧どぺはぞ�ふ〜
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よ輪て允まゅ繋てぽべア＼リΜンΜ玉て宙ゅ浮ぞべアも驚
でよ連続めぱべ〜


／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＼の允緒ゅ掛
ぱぞれも時オつ我のぱどぺ
はぞ〜



♦  みんなでお楽しみ  ♦


ー  敬老の日のお楽しみ会  ー


／暇よ厳ぱぞ暑はて終ェアオ迎ぢ＼パパヅて風ゅ揺イィ秋
て深�ィ中＼今年�入���宇慣者は�よの架族よ方」�四日市
農芸高校生滑福祉ニ【パよ額生はカゅ参家ぱむ頂で＼敬老
よ日よつ掛ぱ�廻オ行ぞ�ぱべ〜


／�ぴ始�ゅ＼額生はカゅ™ィュΜワΔ猿奏て行ェイ£わ
ィはも％£大でや栗よ木よ価め％£小はや世芥％よ曲オ透
で通ィ伽色め＼息よ合ぽべ猿奏オぱむ頂で�ぱべ〜ュΜ
ワΔよ伽色ら可度聞ぞむ�心て落ほ着で＼仕事中めぜィね
もオ忘イむぱ�ぞぷだめび〜ぷぱむ手作アよ寡握ぞもカ�
よパ�ΒホロオロΕピΜ�ぱむどイ�ぱべ〜


／次ゅ辻は�も壊護職�ゅ™ィッΒヂドオ行ぞ�ぱべ〜全
部め44曲＼辻は�らロΖ企負によ禾唱め＼談話室ぺにめや
ど宇内中ゅ届でぷだめ＼大変盛ア上てア�ぱべ〜ぷぱむ壊
護職��負にひも熱唱ぱ�ぱべ〜次怪�素晴ァぱぞ禾声オ
棄待ぱむぞ�び〜


／最後ゅ今�恒例もやぽべ中村は�ゅ™ィヂッΓム猿奏も
ヴバホデハ�【オ披露ぱむ頂で�ぱべ〜ヂッΓムら£冬よ
らゅ�だ
星座％£埴生よ宿％よ曲オ披露ぱむ頂で＼鮮�づや伽色て
心地™ど思ェぴ聴で入���ぽむぱ�ぞ�ぱべ〜ヴバホデめら＼
半分ゅ切ぽべらぴよΖ【ロて元ゅ戻ぽべア＼複数よΖ【ロ

♦  人生を支える言葉  ♦  


ー  マザー・テレサ  ー


大切なのは、どれだけたくさんのことをしたかではなく、
どれだけ心を込めたかです

／ヴΔビゼ�づァメ�【Α【デを密輸はイィ33220000万Δよ
ヮΖゼΜオ�なぽむ＼NNYY市警よバヵ【…ゼΔ刑事＼通
『フレンチ・コネクション  TThhee  FFrreenncchh  CCoonnnneeccttiioonn  』                              
11997711年  アメリカ映画


称＞ンョゼ≦≧バ【Μ…ュホデヴΜ∞もぷよ相棒Βフ【≧Ζ
ゼ…ハ�ゼヘ【∞て国際麻薬ハΜバド【�よ黒幕オ追ぞま
／11996611年ゅ発生ぱべメ�【
�むぞど〜ゼΔ刑事＼彼ら薬物捜査よワマΒΜぺて＼捜
Α【デ市警察本部薬物対策
査よべ�やァり強™や手法�奄ェやぞ〜


霞よ麻薬王収事件て�ミΔ
／ルΒΜパもズ�Γッオ結ゐ麻薬密売Δ【�＞ルΕΜベ…
もやぽべ作品〜／プゼ�Δ
ニャデハ�Μ≦オ�なぽむ＼ΓズΓヒ�重視よヅ��Μ
よ£ルΕΜベ…ニャデハ�
プΓ【…プホベめ繰ア広ぬァイィ骨太よ刑事Βヴ〜


Μ％もら�ΔニづァルΒΜ
／高禍鉄道めよ列車もよ上価よッ【ベタゼパやゃ＼息オ�
パオ経由ぱむ米国ゅ輸出は
まづふゆパΓΔもネパヰΜパて貫ィ者オ綾倒びィ〜


イむぞべヮΖゼΜよ密売Δ【
／ズッミヵ【賞作品賞オらひ�竿督賞≧ゾセΓズ�…ルΓ【
�つ™ろぷよ組織よねもめぜィ〜


ヅΜ∞＼主猿男優＼脚色＼編集よ55部門オ受賞〜    ／KK..TT..／／／

☆おすすめ

☆
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こうにょうさんけっしょう

つうふう

高 尿酸 血症・痛風ってどんな病気？

こうにょうさんけっしょう

／尿酸ら体内め非常ゅ溶にゅどぞ性質オ持ぽむぞ�び〜ぷ
よべ�＼増ぢびとべ尿酸ら溶にでイぴゅ結晶佳ぱむぞで�
び〜ねよ尿酸よ結晶て体よ色」や部分ゅ沈着ぱむ概オ及�
ぱ�び〜



〜 「高 尿酸 血症」とは？ 〜
ゅ�だはカ

ねだゅ�だはカにぽ

／血越中よ尿酸て正常よ範易オ超ぢむ多ぞ状態オ高
尿酸 血
ぱ�だ
症もぞぞ�び〜高尿酸血症ぷよ�よら＼やカよ症状�ぜア
づべ�ア
�ふカて＼放ぽむつども尿酸て韓節�腎臓やゃめ結晶よ
悔
まだわだ
もやぽむ£痛風％�£腎障概％オ™で起ねぱ�び〜



〜 高尿酸血症の原因は？ 〜
／体よ中めら＼毎日��允定量よ尿酸て作ァイ＼��同量
て主ゅ腎臓づァ尿中を排泄はイむぞ�び〜ぱづぱ＼尿酸て
作ァイびとべア＼排泄はイゅどどやぽべアぱむ＼ねよ産生
も排泄よユΒΜパて崩イィも＼体内ゅ尿酸よ量て増ぢびと
む高尿酸血症ゅやア�び〜


／ユΒΜパて崩イィ原©ららぽでアもら快ぽむぞ�ふカて＼
生�イまでよ体質めぜィねもて�もカゃめ＼ぷよ他ゅ肥
満＼≧ズΔニ【Δよ∞院�我と＼食ん我と＼パ�Εパやゃ
よ要©て韓係ぱむぞィも考ぢァイむぞ�び〜


つうふう

〜 痛風とは？ 〜
／尿酸よ結晶て韓節ゅ沈着ぱむ起ね
ィ病気めび〜


／痛風よ発作ら＼韓節て赤ど腫イ上
てア激ぱぞ痛�オ伴だよて特徴めび〜
ぜィ日突然ゅ起ねア＼11×Ｍ週関どァぞめつは�ア�び〜
ぱづぱ＼放置ぱむつども必ぴ再発ぱ＼慢性佳ぱ�び〜


／発作てつは�ぽむぞィ関らやカよ症状�ぜア�ふカて＼
放置びィねもめ尿酸よ結晶て韓節ぺにめやど腎臓ゅ�沈着
ぱ＼腎障概オ™で起ねぱ�び〜痛風らねイァよ病気をよ警
鐘よ役恰オぱむぞィも�言ぢィめぱ�だ〜



●定期的に血清尿酸値をチェックしてもらいましょう
／高尿酸血症づゃだづもぞだ診断ら血越11ddLL≧110000mmLL∞中
よ尿酸よ量≧㎐∞びやェほ血清尿酸値オ指標ゅぱむ行ぞ�
び〜


／血清尿酸値て77..00㎐
//ddLLオ超ぢべァ＼定
棄的ゅ尿酸値オ測定
びィねもて大切めび〜
ぷぱむ＼88..00㎐//ddLL威
上ゅやぽべァ＼必ぴ
壱療機韓オ訪イ＼血
清尿酸値ぺにめやど腎臓やゃよベタホデ�ぱむ�ァぞ�ぱ�
だ〜


／高血綾症�他よ生滑習換病オ合併ぱむぞべア＼合併症て
やどむ�血清尿酸値て99..00㎐//ddLL威上よ場合ら薬物治療て必
要めび〜�べ＼血清尿酸値よ治療目標値ら66..00㎐//ddLL威価ゅ
びィよて™ぞもはイむぞ�び〜



〜 どんな人が痛風にかかるの？ 〜
／痛風ゅづづィよら＼�もカゃて男性めび〜几帳面め行動
的や人＼仕事オユΓユΓ�ィ人＼ズΔニ【Δオべどはカ院
�人＼肉食オ好�人ゅ多ぞも言ェイむぞ�び〜2200歳代づァ
5500歳代ゅ起ねア�びど＼女性�子供ゅら少やぞ病気めび〜


／痛風ゅやア�びぞづゃだづら＼一伝的素©�韓与ぱむぞ
�び〜�べ＼食生滑よ鴬米佳＼ズΔニ【Δ摂取量よ増家＼
体型よ肥満佳＼パ�Εパよ増家やゃ監境要©よ変佳ゅ™ぽ
む＼若年佳て進カめぞ�び〜



〜 尿酸って何？ 〜

〜 高尿酸血症と痛風の関係は？ 〜

ぱカほカべぞぱ�

／尿酸ら体よ細胞よ新陳代謝�ダャΔテ【よ消費ゅ™ぽむ
めでィ老廃物めび〜


／尿酸よ�もらロΓΜ体もぞだ物質め＼細胞�食品中やゃ
ゅ巌�イむぞ�び〜ェべぱべほよ体内めら毎日ロΓΜ体づ
ァ尿酸てまどァイ＼腎臓づァ尿ゅ溶にむ排泄はイむぞ�
び〜



／高尿酸血症て長ど続ども結晶佳ぱべ尿酸て体よ中めぞゥ
ぞゥや圧はオぱむ韓節縁オ™で起ねぱ�び〜ねイて痛風め
び〜ぱべてぽむ＼痛風よ人ら必ぴ高尿酸血症も言ぢ�びて＼
逆ゅ高尿酸血症よ人て必ぴぱ�痛風もら限ア�ふカ〜


／現在めら＼健康診断やゃよ結珂ゅ™ア＼成人男性よ1100�
程度て高尿酸血症も言ェイむぞ�び〜
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食欲の秋ですね！
ー

管理栄養士

中原つかさ

RReecciippee  nnoo..3388＊秋鮭よヱゼΔ焼で＠


【作り方】

ー

11.. 鮭ゅ央ニハ�ゾオ振ィ〜野菜ら適当や大ではゅ切ぽむつ
ど〜


22.. ズΔヵヱゼΔゅ玉ょと＼ヅ�ワボ＼鮭よ順ゅ乗ふィ〜≧つ
好�よ野菜め良ぞ∞


33.. ユプ【＼ゅカゅど＼ぱ�ひ＼ゅカひカオ乗ふむ＼ヴΑャ【
ヒオづにィ〜


44.. ズΔヵヱゼΔよ上オ合ェふむどィどィも二怪折アぱ＼両
端らまゐぱむ二怪折アゅびィ〜


55.. �【パプ【め1155×2200分焼ど〜≧ルΒゼョΜゅ乗ふむ鎧
オぱむ1155分弱箇め家熱ぱむ�OOKK∞



／四季よぜィ日本よ気
候よ中め�＼秋ら特ゅ
の飯よつぞぱぞ季節め
び™ょ〜


＃食欲よ秋＆もぞだ表
現てぜア�びて＼やぶ
秋ゅつぞぱぞ�よて多
ど＼�べ私べほよ食欲
�出むどィよめぱ�だ
づ’



…暑はゅ™ぽむ食欲て落ほィ暇て終ェア＼涼ぱどやぽ
む食欲て戻ィ時棄〜


…つ米オらひ�＼多どよ作物て収赫よ時棄オ迎ぢィ


…日本近皆ゅら秋ゅ産卵棄オ迎ぢィ魚て多ど＼産卵
前ら最�穎養分オ蓄ぢむぞィ〜


／ゃイ�当べア前よねもよ™だめびて＼四季てぜィ
日本やァめらめびょ〜ねイら＼元気ゅ茨ぽべ農作物
て秋ゅやィもぞぽふぞゅ実オ結ろ＼ぷイオ食料もび
ィ動物べほて冬ゅ備ぢむ穎養オ蓄ぢィ＼もぞだ大自
然よ摂理め�ぜア�び〜


／秋鮭よ穎養素もぞだも÷〜


／鮭ら�も�も＼ラプヵΜAA＼ラプヵΜBB1122＼ラプヵ
ΜDD＼良質やべカるど質てべぽゑア巌�イむぞィ食材
もぱむ有名めび〜


／�べ＼脳オ滑性佳びィも言ェイむぞィDDHHAA�豊富
めび〜上記よ通ア＼産卵棄オ迎ぢべ秋鮭ら体ゅべど
はカよ穎養オ蓄ぢむぞ�び〜秋鮭よべカるど質ら消
佳…吸収て良ぞよめ＼つ子は��高齢者＼病気よ怪
復棄やゃゅ�適ぱむぞ�び〜≧当宇めよつ食事�鮭
オ使ぽべΕハリオべどはカ取ア入���イむぞ�び∞


／更ゅ＼皮も身よ関ゅらニΒ【ナΜ�巌�イむぞィ
よめ＼美���肌効珂�棄待めでぷだめびょ〜



材料（4人分）

278kcal／1人分

調理時間 約30分
秋鮭
4切
◆お好みの野菜（以下参考）
◇

玉ねぎ

120g

◇

キャベツ

120g

◇

にんじん

40g

◇

しめじ

◇

にんにく

1パック
適量

バター

40g

塩コショウ

少々

マヨネーズ

大さじ3

＊ズΕΜバンゼΜ�＠


つ好�めぱ�だ油オづにむ�つぞぱぞめび™〜


ヴΑャ【ヒめらやどンΜ酢オづにイりはぽるアヮΔハ【ゅ〜


風味豊づゅダΓΜテ�ぢよでやゃよでよね類オ組�合ェふむ�ぞ
ぞめびょ〜



／秋めび〜我のぱ�びぞ季節ゅやア�ぱべ〜季節よ変ェア目ら体調て変佳ぱ�びぞよめ＼
蟹は�＼体調緩理オぱぽづアも〜


／撹地め台風�大臼よ被概て出むぞ�び〜近年＼太陽光発電やゃゅ™ィ山林よ伐採�＼
高速道路建設やゃゅ™ィ自然破恢て進�＼本来やァ避にァイべ災概�ぜィめぱ�だ〜ね
イ�全む蛾」人関て自ァオ追ぞ込カぺ結珂よ™だや気てぱ�び〜次よ世代て更やィ困難
オ被ァやぞ™だ＼今＼�だ允度立ほ止�ぽむ考ぢィ時棄やよめら÷〜／


／�5566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〜
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