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2016 年夏号　No.412016年夏号　No.41

研修会のご紹介研修会のご紹介

手話通訳の高宮さん手話通訳の高宮さん

第28回　九州アルコール関連問題学会　北九州大会第28回　九州アルコール関連問題学会　北九州大会

毎週木曜日に行っているラッキークラブ(内服自己管理者対象)に来ていただいている
直方市社会福祉協議会の専任手話通訳者　高宮知子さんを紹介させて頂こうと思います。
毎週木曜日に行っているラッキークラブ(内服自己管理者対象)に来ていただいている
直方市社会福祉協議会の専任手話通訳者　高宮知子さんを紹介させて頂こうと思います。

平成28年3月12、13日　小倉の国際会議場にて、第28回九州アルコール
関連問題学会が開催されました。当院からも南川院長をはじめ、職員が大会実行委員としてお手
伝いをさせて頂きました。
また、1病棟からは松田Nsがポスターセッションで、『クラス分けのないARP』を発表致しました。

筆談よりもより正確に早く

思いが伝わり話がきけること

で、患者様もとても表情良く

参加する事が出来ています。

私達スタッフもあいさつ、

自己紹介を手話で行えるよ

うになりたいと思います。

活動のご紹介活動のご紹介
☆デイケア活動紹介☆☆デイケア活動紹介☆

屋外レク in 太宰府天満宮屋外レク in 太宰府天満宮

24時間 EKIDEN in 宗像ユリックス24時間 EKIDEN in 宗像ユリックス

陶　芸 チューリップの会

昨年に引き続き、５月７日（土）８日（日）に宗像ユリックスで開催された２４時間ＥＫＩＤＥＮに『介護老人保健施
設すこやか』から14名、『直方中村病院』から8名の計22名（+α飛び入り参加含む）で参加しました。^ ＾♪
天候は前日から雨が降っていたので心配していましたが、徐々に日が差すほどまでに回復しました。
そして2016/5/7　13：00　２４時間ＥＫＩＤＥＮがスタート！！

結果は、７５チーム中２５位　総周回数326週！　昨年より順位が上がってます＼(^o^)／
来年もまた参加メンバーを増やして出場したいと思います(^∇^)ﾉ
参加者の皆さんお疲れ様でした！　応援して下さった皆さん本当にありがとうございました！

オーブンで焼ける粘土を使用
し作品を作っています。
同じテーマで作り始めても
それぞれ違う魅力を持った
個性豊かな作品が出来上がり、
毎回皆さんの作品を見ることが楽しみです。そして、
ビッグニュースです！！！オーブン粘土を販売している
会社のコンテストに応募したところ、なんと・・・ 
特別賞 をいただきました！！！
テーマは“植木鉢”
これもまた個性豊かな楽
しい作品になっているで
しょう？さあ、次はどんな
素敵な作品に出会えるで
しょうか、楽しみです♪

昨年の６月では、ジャガイモを収穫し、今年の２月
では、カブを収穫しました！
2 月に収穫したかわいい小カブをどうやって試食
するかを皆で相談した結果・・・シチューにしました！
とはいったものの、みんな初めてのカブシチュー。
どんな味になるかドキドキワクワクしながら調理
スタート！ そして、いざ試食！！
おいしーーーい（（o(*ﾟ▽ﾟ*)o））！！！！！
みんなカブの甘さとシチューの相性にビックリしな
がらお昼ご飯を食べた後にもかかわらずペロリ完食
です。
やっぱり自分たちで育てた野菜は格別に美味しいです。
メンバーと一緒に笑顔で食べるこの瞬間、本当に
幸せな気持になります。 
リーダーからメンバーにあったねぎらいの言葉も嬉
しかったです。(´∀｀*) ♪

昨年の６月では、ジャガイモを収穫し、今年の２月
では、カブを収穫しました！
2 月に収穫したかわいい小カブをどうやって試食
するかを皆で相談した結果・・・シチューにしました！
とはいったものの、みんな初めてのカブシチュー。
どんな味になるかドキドキワクワクしながら調理
スタート！ そして、いざ試食！！
おいしーーーい（（o(*ﾟ▽ﾟ*)o））！！！！！
みんなカブの甘さとシチューの相性にビックリしな
がらお昼ご飯を食べた後にもかかわらずペロリ完食
です。
やっぱり自分たちで育てた野菜は格別に美味しいです。
メンバーと一緒に笑顔で食べるこの瞬間、本当に
幸せな気持になります。 
リーダーからメンバーにあったねぎらいの言葉も嬉
しかったです。(´∀｀*) ♪

ちょいと前の出来事になりますが、当院の1病棟の院外
行事で、太宰府天満宮に行ってきました。 
天気も良好で梅も綺麗に咲いておりました。
(満開ではありませんでしたが…) 
まずは境内に入って手水舎で手洗い、二拝・二拍手・一拝
その後はお守りやら、梅ヶ枝餅などのお土産を買いました。 
皆さまも季節の変わり目でございますので、お身体を大切
になさってください  
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　　その後はそれぞれのペースで走り、タスキを繋ぎます。

夜も人数が少ない為、時間を区切って交代でタスキを繋ぎ続けました。

８日は仮装をしてタスキを繋ぎ・・・

第１走者は区間賞を狙うべく

みんなもうダッシュ！！

　　そして、2016/5/8　13：00

２４時間ＥＫＩＤＥＮフィニッシュ！！
　 現在病棟ではろうあ(耳が聞こえず

話も出来ない)患者様に対しては筆談で

会話をしていますが、高宮さんが来て下

さることでラッキークラブ中の会話をリ

アルタイムで伝えることが出来る為とても

感謝しています。
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師長が発表の準備を率先して手伝われています。

ポスターを貼る位置にもこだわりが・・・。

いよいよ発表です...

松田Ｎｓがとても頼もしくみえました。

関連病院スタッフの方も真剣に聞いてくださいました。

断酒会の方に質問形式で応答して頂いたりクラフト

等とても貴重な体験をさせて頂きました。
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８日は仮装をしてタスキを繋ぎ・・・

第１走者は区間賞を狙うべく

みんなもうダッシュ！！

　　そして、2016/5/8　13：00

２４時間ＥＫＩＤＥＮフィニッシュ！！

師長が発表の準備を率先して手伝われています。

ポスターを貼る位置にもこだわりが・・・。

いよいよ発表です...

松田Ｎｓがとても頼もしくみえました。

関連病院スタッフの方も真剣に聞いてくださいました。

断酒会の方に質問形式で応答して頂いたりクラフト

等とても貴重な体験をさせて頂きました。

師長が発表の準備を率先して手伝われています。

ポスターを貼る位置にもこだわりが・・・。

いよいよ発表です...

松田Ｎｓがとても頼もしくみえました。

関連病院スタッフの方も真剣に聞いてくださいました。

断酒会の方に質問形式で応答して頂いたりクラフト

等とても貴重な体験をさせて頂きました。
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