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着弾ゅ揺イィ大地〜血ゅ染�ぽべ皆〜


≧途中省略∞


�カや＼生でむぞべよぺ〜


私も可�変ェァやぞ＼


懸命ゅ生でィ命ぺぽべよぺ〜


彼ァよ人生オ＼ぷイへイよ未来オ〜


疑だねもやど＼思ぞ描ぞむぞべカぺ〜


架族てぞむ＼仲関てぞむ＼恋人てぞべ〜


仕事てぜぽべ〜生でてぞてぜぽべ〜


日」よ小はや幸ふオ基カぺ〜手オもア合ぽむ生でむでべ＼
私も同ひ＼人関ぺぽべ〜


ぷイやよゅ〜


恢はイむ＼奪ェイべ〜


生でべ時代て磯だ〜べぺ＼ぷイぺにめ〜


≧途中省略∞


ぜやべ�＼憾ひィぺゥだ〜


ねよ島よ美���ぱはオ〜


ぜやべ�＼知ぽむぞィぺゥだ〜


ねよ島よ悲ぱ�オ〜


ぷぱむ＼ぜやべ�＼私も同ひねよ瞬関≧もで∞オ


允緒ゅ生でむぞィよぺ〜

／第5599号よ発勧めび〜


／88月1155日ら終戦よ日〜ねよ日ら正午づァ11分関よ黙祷て
捧ぬァイ�び〜


／第二次世芥大戦ゅつにィ臆縄戦めら1188万≧だほ民関人99
万人‘県民よ44人ゅ11人∞よ命て奪ェイ�ぱべ〜


／今年66月2233日＼£臆縄緯霊よ日≧臆縄全戦没者追悼式∞％
ゅつぞむ＼雲添市立港川中額校33年生よ相良倫子はカて自
作よ詩£生でィ％オ朗読ぱ�ぱべ〜心オ込�べ生でべ言葉
ゅ™ィ真よパリ【ベめぱべ〜≧威価£生でィ％™ア抜粋∞


七十三年前＼


私よ握びィ島て＼死よ島も佳ぱべぜよ日〜


小鳥よはぢぴアら＼恐怖よ悲鳴も変ェぽべ〜


優ぱど響ど三線���ら＼爆撃よ轟ゅ消ぢべ〜


青ど広てィ大空ら＼鉄よ臼ゅ見ぢやどやぽべ〜


草よ匂ぞら死臭め濁ア＼


光ア輝ぞむぞべ皆よ水面ら＼


戦観め埋�尽どはイべ〜


箇縁放射奇づァ吹で出び縁＼幼子よ泣で声＼


燃ぢまどはイべ民架＼箇薬よ匂ぞ〜



頂で£�べ来年�来ィ™％も岐ぱぞつ言葉オ頂で�ぱべ〜  


／蟹は�よ�はぱぞつ言葉�笑企ゅ基ろオ憾ひィ允日もや
ア�ぱべ〜  


／今後�＼パプホル
允同＼地稲よ蟹は�
よの棄待ゅ添ぢィ™
だ＼慣者は�よ心ゅ
希ア添だ仮づや管護…
壊護オ提供ぱむ�ぞ
ア�び〜


／



🌺   看護の日  🌺 


／55月99日＼毎年恒例もやぽむぞィ管護よ日よゼワΜ�オ
凱催ぞべぱ�ぱべ〜


／入���宇慣者は��の来
宇はイィ慣者は�ゅ
マセホハ��ｈｑオロ
ΕピΜ�ぱ＼管護よ日
ゅまぞむよ説明オはふ
む頂で�ぱべ〜  


／蟹は�＼大変基カめ
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�行ぽむで�ぱべて＼
蟹＼魁梶�™�む初心ゅ帰
ア訓練ゅ取ア組��
ぱべ〜  


／最後ゅ炊で出ぱ訓
練もぱむ災概救助用
炊飯袋オ使用ぱ＼つ
米オ炊で�ぱべ〜


／つ米ら3300分�ゃめ
缶単ゅ炊で上てア＼
わアづにオづにべア＼
Ε�Δ�ッΕ【オ用
ぞむッΕ【Βゼパゅ
ぱべアぱむパプホル
蟹めぞべぺで�ぱべ〜
蟹よ笑企て咽イィれ
ももでめぱべ〜  


／今怪よ訓練め更ゅ
職�よ防災ゅ対びィ
維識て高�ア�ぱ
べ〜  


／今後�定棄的ゅ様」
や訓練オ実施ぱ＼地
稲よべ�災概時ゅ強
ぞ病宇みどアオぱむ
ぞでべぞも思ぞ�
び〜

♦  防災訓練を行いました  ♦


ー  医事長

田中利彦  ー



／55月3300日＼第77怪目よ防災訓練オ行ぞ�ぱべ〜今怪ら四
日市農芸高校よ生徒�壱療機奇韓係よ方」�参家はイ＼避
難訓練…消箇訓練…炊で出ぱ訓練等オ実施ぱ�ぱべ〜  


／避難訓練めら＼大規模災概オ想定ぱ＼劾段づァ入���宇慣者
は�オ以全ゅ避難はふィ訓練オ実施ぱ�ぱべ〜鈴鹿市消防
署づァ4400㎆程度よヘヵ【人形オつ借アぱ＼布団＼担禍＼
ダズ【パ�Εホベ�【
オ使用ぱ＼22劾づァ11劾
をも搬送オ行ぞ�ぱべ〜
参家パプホルら蟹＼澗
オづでやてァ真剣ゅ丁
寧や搬送オ心�にむぞ
�ぱべ〜  


／�べ＼洪水ゅ™ィ鈴
鹿川よ氾濫オ想定ぱ＼
11劾づァ22劾をも高所≧逆
方向���∞をよ搬送�行ぞ
�ぱべ〜ぞづゅ以全ゅ
迅速や搬送オ行だねも
て出来ィづ＼試行錯誤
ぱやてァ行ぞ�ぱべ〜  


／次ゅ＼水消箇奇オ使
用ぱ実放水訓練オ行ぞ
�ぱべ〜水消箇奇ゅ™
ィ訓練らねイ�め可度

☆おすすめ

ぷカや彼よ＞病気≦よねもオ知ぽむぞィよら母親も親友ぺ
に〜


ぜィ日＼ズΜマセ【デ架具専門店め働ど美���ぱぞゼパゅ出廻
ぞ＼允目め恋ゅ落ほむぱ�だ〜


／彼女ゅ廻ぞべぞ允心め＼毎日＼初�むでべ客よ™だゅつ
店ゅ通だ〜彼女ゅ告白びィ＞見べ目≦ゅやィ日オ待ぽむ＼
まぞゅミ【�ゅ誘ぞ＼わべアらΖヴΜマセホデや33日関オ
我のび〜ぱづぱ＼同ひ姿めぞィべ�33日関徹夜オぱべゾバ
Μら＼だぽづア電車め寝むぱ�ぞ起でィも全ど別よ企
ゅ÷〜／／


／ゾバΜらゼパゅ真実オ話びねもてめでィよづ??


／珂べぱむゼパら＼毎日姿て変ェィゾバΜよ握オ受に止�
ィねもてめでィよづ’／


／ゼパ役ゅ舘国Βヴ＃春よΘΔボ＆め主人公オ猿ひべュ
Μ…ヨ�バ�〜目較�ィ度ゅ崖見て変ェィゾバΜ役オ＼�…
ΑΜフデ＼ゼ…バモデ＼ョデ…ハャ＼ニ…ズフΜァ舘国よ
人気男優�女優べほて猿ひ＼日本よ女優＼上野樹里�ゾバ
Μ役よれもアもぱむ舘国瑛雅ゅ初出猿ぱむぞ�び〜


／可�づ�受に入���イィ究極よ握÷切やぞにイゃ＼素敵やΒ
レパ�【Γ【めび〜／／／／／／／／／／／／      ／／KK..TT..

☆

『ビューティー・インサイド』


뷰티  인사이드（  読めません((^^__^^;;))  ）22001155年  韓国映画



／22001133年よッΜモ国際広告祭め
トΒΜロΓオ受賞ぱべゼΜマΔ
も東芝ゅ™ィフ【ハ�ΔルセΔ
�£TThhee  BBeeaauuttyy  IInnssiiddee％オ原
偉ゅ＼CCMMミセΕデプ【出身よヰ
デ竿督て長編瑛雅佳ぱべ作品〜


／眠アづァ較�ィも崖見て変ェぽ
むぱ�だ主人公よ恋握オ描ぞべ
舘国製ルスΜプバホデΒレパ�【
Γ【〜


／架具ミノゼム【よゾバΜら1188
歳よもでづァ目較�ィも心威崖よ姿＼性別＼国籍等よ全む
て変ェィ™だゅやぽむぱ�ぽべ〜


／男＼女＼老人＼子ゃ�＼崖国人÷〜人ゅ廻だ仕事てめで
やぞべ�＼才能もゼΜプ【ャホ�オ滑づぱむ滑躍ぱむぞィ〜
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漢方のおはなし

〜～ 漢方は自然の恵み 〜～

オ見極�ィべ�ゅら＼潅方特有よ£�よはぱ％て必要め＼
ぷよ£�よはぱ％ゅ合ぽべ潅方薬オ選ゐねもて重要もやぽ
むで�び〜


／ぷイて£証≧ぱ�だ∞％
も£気≧で∞…血≧に
ま∞…水≧びぞ∞％めび〜


／£証％もら＼£ぷよ人よ
状態≧体質…体力…抵抗力…
症状よ現イ方やゃよ個人差∞
オぜァェび�よ％めび〜本
人て訴ぢィ症状�＼体獲やゃよ要素づァ判別ぱ�び〜ぷぱ
む潅方めらぷよ£証％ゅ合ぽべ潅方薬て処方はイ�び〜


／ぱべてぽむ＼同ひ症状
め�＼自分よ£証％も他
よ人よ£証％て磯ぢり＼
当然＼処方はイィ潅方薬
�磯ぽむで�び〜／£証％
よ分に方よれもまゅ£虚
≧で�∞…実≧ひま∞％
てぜア�び〜体力てやど＼
弱」ぱぞ憾ひよ人オ£虚証≧で�ぱ�だ∞％＼体力�抵抗
力て充実ぱむぞィ人オ£実証≧ひぽぱ�だ∞％も言ぞ�
び〜


／允方＼£気…
血…水％ら＼不調
よ原©オ探ィべ�
よ£�よはぱ％め
び〜


／潅方めら＼£気…
血…水％よＮ要素
て体内オだ�ど巡
ィねもゅ™ぽむ＼
健康て医持はイむ
ぞむ＼ねイァて不
足ぱべア＼滞ぽべ
ア＼偏ぽべアぱべ
もでゅ＼不調�病
気＼障概て起でむ
どィも考ぢァイむ
ぞ�び〜



／潅方薬ら＼自然芥ゅぜィ植物�鉱物やゃよ生薬オ複数組
�合ェふむ作ァイべ薬めび〜


／長ぞ年月め＼ゃよ生薬オ組�合ェふィもゃカや効珂て得
ァイィづ＼�べ有概や事象てやぞづやゃて角づ�ァイ＼潅
方処方もぱむ体系佳はイ�ぱべ〜


／現在よ潅方薬ら£自然よ恵�オ利用ぱむ出来むぞィ薬％
も言だ嬉本的や部分ら変ェア�ふカて＼生薬よ持ま薬効オ
™で出ぱ＼服用ぱ�びど家工はイべ�よゅやぽむぞ�び〜



〜～ 漢方は日本育ち 〜～
／日本ゅ中国づァ壱額て伝ェぽべよら55×66世紀威降め＼
多どよ潅方処方薬�生薬て持ほ込�イ�ぱべ〜ぷよ後＼日
本よ風土�気候＼体質�ΒゼルパプゼΔゅ合ェふむ日本独
自よ発展オ遂ぬむぞで�び〜


／£潅方％もぞだ呼ろ名ら＼江戸時代ゅ入���ぽむでべ£ヂΒ
Μヘ壱額◇蘭方％ゅ対ぱむまにァイべ日本独自よ呼ろ方め
び〜ぷイ威前ゅ定着ぱむぞべ壱額オ£潅方≧潅黄朝よ＞潅≦
ゅ由来∞％も呼カめ区別ぱべよめび〜


／現在＼115500種類程よ潅方薬て健康保険め使ぢィ™だゅ
やぽむぞむ病壱宇め�潅方薬オ処方びィド【パて増ぢむで
むぞ�び〜



〜～ 漢方医学と西洋医学の違い 〜～
／西洋薬らべぞむぞ允まよ有効成分づァめでむぞむ＼血綾
オ価ぬべア＼細菌オ殺ぱべア＼熱�痛�オ取ぽべアびィや
ゃ＼允まよ症状�病気ゅ対ぱむ強ぞ効珂てぜア�び〜


／�べ＼西洋薬よワ【パもやィ西
洋壱額めら＼慣者よ訴ぢよ�づゅ
検査オ重視ぱむぞむ＼検査結珂�
数値やゃゅぱぽづア表イィ病気オ
得維もぱむぞ�び〜


／允方＼潅方薬ら11剤ゅ複数よ成
分て巌�イむぞィべ�＼多様や症
状ゅ効どよて大でや特徴めび〜


／�べ＼潅方薬よワ【パもやィ潅
方壱額めら＼慣者よ症状≧訴ぢ∞�体質オ重視ぱ＼処方オ
行ぞ�び〜ぷよべ�＼体質ゅ由来びィ症状＼検査ゅ表イや
ぞ不調≧例ぢり更年棄障概∞やゃよ治療オ得維もぱむぞ�
び〜／



〜～ 自分に合う漢方薬の見つけ方 〜～
／多どよ潅方薬ら＼ぷよ人よ体質�症状ゅ合ぽべ�よめや
ぞも＼十分ゅ効珂オ発旗びィねもてめで�ふカ〜ぷよ体質

×竃式廻社ボ�ΒHHPP™ア™用×
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び〜�べ朝食ら＼33食よ中め最�大でや熱オ生�ぺ
ぱ�び〜体仮オ上ぬ代謝オ良どぱ＼疲イゅどぞ身体
みどアオ〜



夏バテ防止対策のご紹介
ー

管理栄養士

青木琴美

ー

☆タンパク質をとって夏をのりきろう
べカるど質ら血越�筋肉やゃオまどア＼体調よ医持
ゅ欠づふやぞ穎養素めび〜ぱづぱ＼糖質�脂肪よ™
だゅ身体ゅ蓄ぢィねもてめでやぞべ�＼毎食ニボニ
ボ補給びィ必要てぜア�び〜べカるど質食品オ選ゐ
時ら＼やィんど赤身よ多ぞ�よオ選ろ�ぱ�だ〜



☆栄養満点！1日1個の卵で夏バテ防止
／ 卵ゅら＼べカるど質…鉄…ラプヵΜAA…ラプヵΜ
EEやゃて多ど巌�イむつア＼穎養よユΒΜパてもむ
�良ぞ食材めび〜�べ＼大豆�納豆�同ひどァぞ穎
養て豊富めび〜卵オ控ぢむぞィ方ら＼大豆製品オ11
日11皿食ん�ぱ�だ〜



☆だるさ解消にはカリウムを補給しよう
／ 澗オづぞべァ央分も同時ゅッΓゾ��取ア�ぱ�
だ〜ッΓゾ�ら筋肉よ収縮ゅ韓ェィべ�＼不足びィ
も足てまィやゃ＼身体よ不調よ原©もやア�び〜珂
物ら生よ��食んイィべ�＼ッΓゾ�オ無駄やど摂
ィねもてめで�び〜ユムム…ヅゾゼ…�ΖΜ…ズヲ
ッら特ゅッΓゾ�て豊富めび〜



☆夏バテ防止メニューの選び方 3つのポイント
⑲べカるど質食品て入���ぽむぞィ�よ


⑳野菜よ種類て多ぞ�よ


�色よ濃ぞ食材入���ぽむぞィ�よ



☆身体を温める食材を取りましょう
／ 野菜べぽゑアよパ【ロ�味噌汁やゃオ11品＼食事
よ最初ゅ食んィ™だゅぱ�ぱ�だ〜ぱ�だて…メΒ…
ょと＼ゅカゅど…の�…�ぷやゃら＼身体オ仮��

／今暇�猛暑て続ぞむぞ�び〜連日全国撹地め熱中症慣者て救急搬送はイ＼死亡者�多数出むぞィ
状況めび〜ズパルスΔ��ニΜデΓ【�＼産業排熱やゃゅ™ィヨ【�ズゼΒΜ現象て猛暑よ原©
も言ェイむぞ�びて＼今後�気仮よ上昇ら年」圧佳ぱ＼避にィねもよめでやぞ問題もやぽむぞ�び〜
／熱中症予防ゅら水分補給て唯允よ対策よ™だゅ言ェイむぞ�びて＼暑ぞ日らもゅづど無理ゅ崖出
ぱやぞねも＼乙崖めよつ仕事よ方ら定棄的ゅ休養オもィねもめ＼早ぞ段劾め熱中症等よ症状ゅ気付
どねもて寡能もやア�び〜蟹は��体調緩理ゅ十分注維ぱむ＼ねよ暑ぞ暇オ乗ア切ぽむどぺはぞ〜


／�5588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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