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当院の
理念

基本
方針

｢一日一触｣
患者さまとの温かなこころの
ふれあいを大切にします。

安全で安心できる医療を、十
分な説明と患者さまの同意の
もとに、もてなしの気持ちをも
って提供していきたいと考え
ています。患者さまを頂点とし
て、紹介する医療施設のトラ
イアングルの良好な関係を築
いていきたいと思います。
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花に癒されて
手術室 看護師　後藤 美奈子

　私がフラワーアレンジメントを始めたのは、母の他界
がきっかけでした。祭壇の花を買いに出かけ、どんな
アレンジにして貰おうかと花を眺めているうちに、自分
で作ってお供えしたくなり、店員さんに伝えると「その
思いが一番の供養なのよ」と涙ながら（ご自身のお母様

の時の事を思い出した
そうです）お話してくれ
ました。
　もともと花は好きで
したが、フラワーアレン
ジメントは未経験。そ
んな私にアレンジの基
本をレクチャーしてく
れたのですが、第１作
目はなんだか残念な仕

上がりになりました。しかし、これで懲りる私ではなく、
写真を撮り、翌週その店員さんに見てもらい改善点を
聞くことにしました。色々なアドバイスを頂戴し、火曜
日には花が安く
購入できること
も教えていただ
き、以来 火曜日
はフラワーアレン
ジメントを作る日
となりました。
　亡き母に話しかけながら作り、毎回写真を撮り、その
店員さんが出勤しているときには見てもらい、アドバイス
を頂き、作り続けました。その写真は同僚にも見てもら
い「今週のもいいね」「この色合い、好きだわ～」「上手

になったね」と、返事の
出来ない母の声とも取
れる言葉に励まされま
した。

　店員さんと同僚に支え
られ、１周忌を迎えるころ、
法要にお供えする大作に
挑戦したくなり、店員さん
に相談、快く協力してくだ
さり、イメージを伝え、使い
たい花を法要の前日に準備
して頂きました。こうして
高さ、幅90㎝程の大きな
アレンジが完成。今までで
一番の出来栄え、母は喜
んでくれているかな？
　この１年、花と向き合うこと
で、悲しみも癒されました。
これからも楽しく続けていき
たいと思っています。

整形外科 科長　合六 孝広

　今年、藤井聡太四段の29連勝の話題がニュースや
ワイドショーを賑わしました。ただ強いだけでなく、まだ
14歳とは思えない言動のすばらしさが世の親の心を
打ちました。そして一緒にメディアに出た面白キャラ

「ひふみん」こと、加藤一二三先生のおかげもあったか、
なかったかは定かではありませんが、ちょっとした将棋
ブームになっています。その影響で将棋の駒の製造が
追いつかないといったことや書店で将棋の本が店頭に
並ぶなどの報道は皆さんも耳にしたことがあると思い
ます。
　最近、合六家でも将棋をよくするようになりました。
ただ将棋を始めたのはブームとは関係なく、昨年から
でした。きっかけは息子が毎日WiiやDSばかりしている
ので、一緒に遊べて頭を使うゲームをさせたくて将棋
を覚えさせました。それでも今年の夏までは、たまに
対戦する程度でした。
　そんな中、夏に大学時代のクラブの後輩に会いまし
た。あるイベントの将棋コーナーで偶然、息子同士が
将棋をしていたからでした。親同士は学生時代に麻雀
でちょくちょく対決していたので、ちょっと感慨深いな
と思いつつ、互いの近況を話していると「今、将棋に
嵌っています。いつも通勤の地下鉄の中で将棋の本
を読んでいます。」と言いながら、将棋の本を見せて
くれました。「今も持ってるんかい！」と突っ込みたく

なったが、何も言わずに本を見ると初心者向けでなく、
かなり難しそうな内容。聞けば対戦は将棋ウォーズと
いうインターネットサイトでしていて、1か月に100戦以上
していると。コンピューターでなく、人との対戦なのでと
ても面白いと。
　家に帰って調べてみると怪しいサイトではなく、日本
将棋連盟公認のサイトでした。1日3戦までは無料、500円
で30日間対戦数が無制限となっている。アカウント
を作って試しにやってみると確かに面白い。一人10分
の持ち時間で、それを超えると時間切れ負けなので、
非常に手軽で頭の体操にもなる。勝率が高いと級が
上がっていき、強くなれば日本将棋連盟から段をもらう
ことも可能である。軽快な音楽が流れ、アイテムを使え
ばコンピューターが最善の手を5回も打ってくれる。
そんなテレビゲーム感覚が楽しく、親子二人で将棋
ウォーズに嵌っている。
最近は酒を飲みながら、
夜のんびり息子と将棋を
するか、将棋ウォーズを
するのが私のリラックス
タイムになっている。興
味のある方は、是非アク
セスしてみて下さい。



　　　　　

1. 干支 2. 狛犬 3. 尻尾

4. 蘇 5. 雑煮 6. 双六

7. 独楽 8. 縁起物　 9. 厄払い

A. 次の漢字の読みを答えましょう。

B. 次の□にあてはまる漢字を書き入れて、
 　六字の熟語を完成させましょう。

※漢字いろいろ・間違いさがしの答えはP6の下に掲載しています。

C. 次のカタカナで示す
　 同音異義語・同君異義語を書き分けましょう。

 1. 日□□撲□会　    2. 合□軍□□習

 3. 公□財□□人  4. □団的□□権

 5. □外乱□事□　   6. 大□領□用□

 7. 特□□査□員　　8. 景□動□□数

 9. 幕□優□回□　  10. 女□宮□創□

11. □援□事□所　  12. □位継□□格

1. シコウ
a 法律のシコウ
b シコウ錯誤
c 権力シコウ
d シコウを巡らす

2. ジテン
a 百科ジテン
b 国語ジテン
c 地球のジテン
d ジテンに終わる

3.タイセイ
a 国家タイセイ
b 警戒タイセイ
c タイセイにつく
d 着地のタイセイ

4.オサめる
a 成功をオサめる
b 学費をオサめる
c 国をオサめる
d 学問をオサめる

5.カえる
a 形をカえる
b 投手をカえる
c 配置をカえる
d 挨拶にカえる

6.フく
a 笛をフく
b 山が火をフく
c ガラスをフく 
d 屋根をフク

札幌時計台
　見慣れてしまっているので、そう感じる人は少ないかも

しれませんが、言われてみれば心なしかアンバランスに

も見えてきます。建物本体のサイズに比べて、ちょっと

大き過ぎるようです。観光スポットの一つとして定番の

「札幌時計台」。そのシンボルの時計塔の話です。

  この建物は、もともと札幌農学校（北海道大学の前身）

の演武場でした。完成は1878（明治11）年。北海道〝開拓〟

の指導者を養成する教育機関として、開拓使顧問の

ホーレス・ケプロン（合衆国農務長官）の求めに応じ、

クラーク博士らの教師陣を迎えて開校した農学校で

は、有事の際に屯田兵の指揮官となれる生徒を育成

するため、兵式訓練が取り入れられました。その授業を

行うほか、入学式・卒業式などの催事、研究や講義の

ための施設として設けられたものです。

　この時、授業の開始・終了を告げる鐘楼が屋根に取

り付けられましたが、クラーク博士とともに赴任した

ホイーラー教頭は、母国アメリカに塔時計を注文。ところ

がこれが予想外に大きくて鐘楼に設置できなかった

世界から注目を集める恐竜の発見 【 むかわ町 】 vol. 29

　2006年3月に、穂別町と鵡川町が合併して誕生した
「むかわ町」。現在の読みのもとになっている鵡川とは、
アイヌの人たちの言葉で〝ふさがる川〟を意味するム
カ・ペッ、またはムッカ・ぺが由来と言われていますが、
鵡川はそのまま川の名前、それも全国でも屈指の清流
度を誇る一級河川です。
  地域の特産となっているシシャモやサケ、河口周辺の
海域ではホッキ、ホタテ漁も行われている鵡川。はるか
昔から、アイヌの人たちが定住していたと考えられて
おり、明治以降には本州から多くの人々が入植し、その
水を利用して農業を起点に発展してきました。
　川、海、そして山。豊かな自然が息づくこの町が今、世界
から注目されています。ハドロサウルス科（植物食恐竜）と
される恐竜の化石が発掘されたのです。それも、たくさん。

2017年4月までに、クリーニング作業を終えた部位だけ
で全身の5割以上の骨が確認され、日本最大の全身骨格
恐竜であることが確認されました。
　その全長は約8メートル。クリーニングされ、体育館
の大きな白布の上に並べられた骨格（頭から尻尾まで、
そして両手足）は、ニュースや特集番組でも公開され、
話題となりました。名付けられた通称は「むかわ竜」。
むかわ町では、恐竜ワールド戦略室という部署を立ち上
げ、恐竜化石をはじめ、地域資源を生かしたまちづくり
の推進や情報発信を始めています。
　町の指定文化財になっているクビナガリュウへの関心
も高まっているほか、子供たち向けの化石学習も行われ
るなど、ちょっとした恐竜ブームに湧くむかわ町です。

■むかわ町のホームページ等を参考にしました。

＜札幌時計台＞ http://sapporoshi-tokeidai.jp

ため、新たに時計塔を作り直して、時計の装置を取り

付けたのだそうです。

  当初の設計デザインにはなかったものだけに、少々、

バランスを欠いた風情になってしまいましたが、それが

かえって斬新な印象を与え、今でも多くの人に愛される

存在となっているの

かもしれません。

  昼も夜も、絶えるこ

となく毎時を告げる札

幌の時計台。1881年

に設置されたハワード

社製の塔時計が、今

も現役で動き続けて

います。



漢字いろいろ／Ａ 1.えと 2.こまいぬ 3.しっぽ 4.とそ 5.ぞうに 6.すごろく 7.こま 8.えんぎもの 9.やくばら（い） Ｂ 1.本相・協（にほんすもうきょうかい） 2.同・事演（ごうどうぐんじえんしゅう） 
3.益・団法（こうえきざいだんほうじん） 4.集・自衛（しゅうだんてきじえいけん） 5.場・闘・件（じょうがいらんとうじけん） 6.統・専・機（だいとうりょうせんようき） 7.別調・委（とくべつちょうさい
いん） 8.気・向指（けいきどうこうしすう） 9.内・勝・数（まくうちゆうしょうかいすう） 10.性・家・設（じょせいみやけそうせつ） 11.後・会・務（こうえんかいじむしょ） 12.皇・承資（こういけいしょ
うしかく） Ｃ 1.a 施行 b 試行 c 志向 d 思考 2.a 事典 b 辞典 c 自転 d 次点 3.a 体制 b 態勢 c 大勢 d 体勢 4.a 収める b 納める c 治める d 修める 5.a 変える b 替える c 換え
る d 代える 6.a 吹く b 噴く c 拭く d 葺く
間違いさがし／①本の色（上段左の雪だるま）　②帽子のリボンの色（上段中央の雪だるま）　③帽子の形（上段右の雪だるま）　④プレゼントの色（下段左の雪だるま）
⑤雪だるまの目（下段右の雪だるま）

事務長就任のごあいさつ
札幌里塚病院 事務長　藤岡 均

　こんにちは！平成29年10月から札幌里塚病院
の事務長になりました藤岡です。
　9月までの32年ほどを銀行員として過ごして
参りました。全く違う業種ですが銀行も病院も

「地域への貢献」という
使命を負っているという
意味では共通点もあり
そうです。そうした観点
から、これまでの経験
を活かして皆さまのお
役に立ちたいと考えて
おります。

　着任早々感じたことは、当院は地域の皆さま
に愛され、信頼されている存在であるということ
です。平成30年9月には開院30周年を迎えます。
文字通りここ里塚の地に根付いた「赤ひげの魂」
を受け継いで活動して参ります。
　或る人物が言いました、「新しいことにチャレンジ
するのに年齢は関係ない」に勇気をもらい、正に
いまその時が来たと身震いする55歳。Ｇｏ！Ｇｏ！
の精神で事務長職への「挑戦」を開始します。
患者さま、地域の皆さまから信頼されるよう精一
杯努力して参りますので、どうぞよろしくお願い
致します。

接遇研修について
研修委員 医事課　佐藤 菜摘

　「一日一触」という言葉を目にしたことはありま
すか？この言葉は、《患者さまとの温かなこころの
ふれあいを大切にします。》という当院の基本理念
の言葉です。実はいま読んでいる『こんにちは』
の表紙にも毎回記載されています。
　この一日一触の患者さまとのふれあいに欠か
せないのが接遇です。
　９月２６日当院において、院内研修委員会主催
の当院全職員を対象とした接遇研修会が行われま
した。北海道医療情報サービス コンサルティング
事業部 接遇グループの方をお招きし、グループ
ワークをまじえながら講義をしていただきました。
　接遇には「あいさつ」「笑顔」「身だしなみ」「態度」

「言葉づかい」の５つの基本表現があり、１つずつ
丁寧に解説していただきました。

　普段気をつ
けているつも
りでも研修会
を機に改めて
振り返ってみる
と、まだまだ改善で
きるところや、グループ
ワークによって自分ではなか
なか気が付かなかった良いとこ
ろ、気をつけた方がいいところな
どが見つかり、今後の患者さまと
のふれあいに活かしていきたいと
思っております。 看護侍

教育師長　伊藤 由美

　去る平成29年11月30日に当院の看護部長が
役員をしております清田看護・介護交流会主催の
特別講演会に参加し、グループホーム福寿草の
総合施設長である武田純子さんの講話を拝聴し
てきました。瞳をキラキラさせながら、熱く認知症
について語られる姿は30年前より更なる輝きを増
しているように感じられました。
　余談ではありますが、30年近く前、私は彼女を
師長さんと呼んでいました。彼女はストレートな
発言をしながらスタッフ達に指示し、歩く姿は

“侍”のようなかっこ良さを感じました。当時の私に
は、患者にとっての望ましい状態についてスタッフ
達と語り、時に怒り、日々生き生きされていたよう
に見えましたが、実際には沢山の悩みとジレンマ
を抱えられていたそうです。
　あの頃の師長さんと自分が同じ立場になった
現在、問題点を解決するために自分に何ができる

のかを考え、どう動けばベストな状態になるのか
を考えつつも、上手く行かないことにぶつかり、
悩むことが多いです。そのような中この講演会に
参加し、日々流されるのではなく、患者のために
自分ができることを考え、トライし続けることが
重要なのだと改めて感じました。そして、厳しさと
優しさは別々のものではなく、同じベクトルに向い
ていることにも気が付きました。成長を願うから
こそ厳しくもなり、そこには沢山の愛があふれて
いるのだと気付かせてくれた看護侍に感謝しな
がら、これから
も日々修行を
積んでいこうと
思います。


