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年行事予定

●  当番医（２9日）
●  献血車来院

8月

● 当番医（１８日）7月

● 消防訓練9月

【答え】A．②トマト、④きゅうり、⑤レタス、⑨なす
　　　 　B．①すいか、②もも、⑤さくらんぼ、⑦パイナップル

『旬のものはどれ？』頭の体操シリーズ

夏頃が旬の野菜やくだものを選んでみましょう。
―選択肢―　４つずつあります。
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医療法人社団 金森会

認知症対応型通所介護

宇土市栄町26番地3 ☎ 0964-26-1820
デイサービス えがお

宇土市北段原町69番地3 ☎ 0964-27-5151
介護予防センター まちなかリハビリ

宇土市新小路町2番地 ☎ 0964-24-5888

ケアコートうと本町
住宅型有料老人ホーム
デイサービスうと本町
小規模多機能ホーム

宇土市旭町106番地 ☎ 0964-23-5211

あさひコート
介護老人保健施設
地域包括ブランチ本町
通所リハビリテーション

宇土市本町6丁目5番地 ☎ 0964-22-0017

金 森医院在宅療養支援診療所
通所リハビリテーション

宇土市本町6丁目7番地 ☎ 0964-23-5266
うと地域総合ケアセンター

居宅介護支援事業所
看護リハビリセンター
24時間ケアステーション

熊本県宇土市松山町4382
ベンリー 宇土松橋店

☎ 0964-24-5511
0120-498-444 

宇土松橋店
ベンリー
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誠実であたたかい 保健・医療・福祉サービスを提供し 地域の安心と発展に貢献する理 念

　令和3年5月16日より三隅先生の後任として介護老人保健施設「あさ

ひコート」の副施設長として働かせて頂いています。この度は、明治時代

から百年以上にわたり地域医療に貢献されている伝統ある「かなもりヘ

ルスケアグループ」に採用していただいて大変有り難うございます。

　略歴ですが、藤田医科大学（愛知県豊明市の私立大学です）を卒業

後、福岡大学医学部放射線科に入局しました。主に画像診断に従事し

大学病院をはじめ複数の救急期病院に勤務していました。退局後の1年

間は福岡県内の民間病院、平成12年からの21年間は熊本市の民間病

院で一般内科医として地域医療に携わってきました。

　これからは「あさひコート」の一員として金森医院と連携を図りながら、

在宅復帰を目指す入所者さんの医療的ケアを行い安心して住み慣れた

地域で過ごして頂けるように努力してまいりますので、どうぞ宜しくお願い

致します。

　ところで、宇土は小学校の夏休みになると毎年、海水浴に訪れていまし

た。宇土名物の小袖餅も良く食べていたことを思い出します。50歳代か

らは写真を撮り始め、今では趣味となりました。全国的にも有名な御輿来

海岸や長部田海床路、住吉自然公園、轟水源などに通っていました。

見所満載な宇土で勤務することになり、また行って

みようと思っています。同じ趣味をお持ちの方や

これから写真を始めようと思っていらっしゃる方、

気軽にご連絡下さい。

あさひコート　医師　中島 雅文

【やさい】
①大根
②トマト
③ほうれん草
④きゅうり
⑤レタス

⑥にんじん
⑦ブロッコリー
⑧白菜
⑨なす

①すいか
②もも
③りんご
④みかん

⑤さくらんぼ
⑥レモン
⑦パイナップル

【くだもの】
新任ドクター紹介



職 員 紹 介

　医院通所リハビリのイ
メージカラーであるピン
クのポロシャツには様々な
思い出が詰まっています。
　12年前、介護の仕事

をやってみようと思った時、初めて就いた職場がここ
医院通所でした。途中、他部署へ異動もありました
が、多くの経験を得ることが出来ました。
　今は、個性豊かな良き仲間に支えてもらって、皆に
刺激を貰いながら、毎日が充実しています。コロナ禍
で生活に制限がある時代になりました。健康で普通
の毎日が送れることが、とても有難く感じます。

勉強する機会を頂けて大変よかった
と思います。これからもチャンスがあ
れば、チャレンジしていきます。

介護福祉士の資格を取得しましたの
で、今後は利用者さんの気持ちに寄
り添いながら勉強したことを業務に
いかしていきます！

　少しずつ暑さも増しておりますが、皆様におかれましては

いかがお過ごしでしょうか？

　この度、令和 3年 7月より、高次医療機関との連携や介

護福祉関連機関との連携を更に充実させるため、医療相談

室の名称が「医療連携室・相談室」に変更となります。今

まで通り金森医院におかかりの患者さん、ご家族の様々な

ご相談をお受けしながら、ご要望を尊重した対応を行って

いきます。皆様お気軽にご相談ください。

久しぶりの勉強で、なかなか頭に入らず
短期集中だと思い、試験前に家族に協力
してもらい時間を作ってもらいました。
試験を受けた時は、難しさに落ち込み
ましたが、合格出来て家族、応援してく
れたスタッフに本当に感謝です。

皆様のおかげで、この度国家試験に
合格することが出来て胸がいっぱい
になりました。生きていることに感謝
して、これからも何事にもチャレンジ
していきたいと思います。

“介護福祉士”、目標ではありましたが、
勉強している内に目標からスタートへ
と変りました。今後も色々な資格取得
にトライ！！して日々のケアに役立てた
いと思います。

金森医院通所リハビリ
介護福祉士
坂井  由紀

有料老人ホーム　ケアコートうと本町
丸尾  めぐみ

金森医院　通所リハビリ　森　千春

デイサービスえがお　岩永　薫

有料老人ホーム　ケアコートうと本町
白石　由美

ベンリ―　荒木　喜久美

　金森会に入職して１０
年が過ぎました。家で
は兼業農家としてお米

を約８０アール作っています。最近、父が体調を崩
し、私が中心となり耕作しています。大型トラクター
に必要な免許（大型特殊）も取得しました。趣味の魚
釣りの方も、農地や雑地の管理で忙しく、年に何日
かしか行けていません。天気に左右され苦労も多い
ですが、美味しいお米を作る為、仕事との両立を続
けていきたいと思います。

金森医院　総務営繕部
岡山  智幸

材料：（8×18cmパウンドケーキ型 1台分）

●エネルギー／144kcal
●たんぱく質／2.1ｇ
●脂　　　質／6.9ｇ
●炭水化物／18.1ｇ

薄力粉
ベーキングパウダー
バター
砂糖
はちみつ
レモンの皮すりおろし
卵

①バターは室温におき柔らかくしておく（レンジ500Wで20秒チンしても可）。
　ケーキ型にクッキングシートをしく。
②Ａの材料を混ぜ合わせ、レモンシロップを作る。
③ボールにバターを入れ、泡立て器でクリーム状になるまでねり混ぜる。
④砂糖とはちみつ、レモンの皮を入れ、白っぽくふわっとするまで良く混ぜる。
⑤溶き卵の1/5量を加え、分離しないよう手早く混ぜる。残りの卵も4回に分け
　 て加えその都度よく混ぜる。　
⑥薄力粉とベーキングパウダーを入れ、 
　 ゴムべらでさっくりと混ぜ合わせる。
⑦型に生地を流し入れ、平らな台に4～5 
　 回型を落とし、余分な空気を抜く。
⑧表面をゴムべらでならし、中央を少し
　 くぼませる。
⑨180度のオーブンで30分焼き、竹 
　串で刺して何も付いてこなければ焼き 
　上がり。
⑩温かいうちに、レモンシロップをスプー
　ンなどで表面全体にたっぷりと塗りしみ
　こませ、粗熱が取れたら乾燥しないよう
　ラップで包んで室温で冷ます。

さわやかに香る
はちみつレモンケーキ
さわやかに香る
はちみつレモンケーキ

作り方

はちみつ
水
レモン果汁

……………………大さじ1．5
………………………………大さじ1

……………………大さじ1

【レモンシロップ（A）】

……………………………100ｇ
……………小さじ1

………………………………70ｇ
…………………………………50ｇ
………………………大さじ1.5

……………1個分
……………………………………2個

レモンの栄養成分としては「ビタミンC」や「クエン酸」が代表的です。レモンの酸味の主な成分はクエン酸
で、果汁に多く含まれます。カルシウムや鉄などのミネラルの吸収を高める働きがあります。ビタミンC
は、皮膚や細胞のコラーゲンの合成に必須な栄養素です。また、抗酸化作用があり、活性酸素の働きを抑
えることで、動脈硬化予防が期待できます。

ビタミンCで免疫力UP！動脈硬化の予防にも。

レモンの栄養
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金森医院相談室の名称が変わります

橋本 てる代
（看護師・社会福祉士） （看護師）

冨井 美紀

医療連携室・相談室

介護福祉士


