Event

催し物・イベントのご案内

今年も開催決定しました！
五ヶ山コンサート
〜秋風の中で聴くオカリナ〜

話

2016年

休診のおしらせ
お盆休みは
８月１２日（金）〜１５日（月）

お盆休みは上記の通りです。
在宅で訪問診療中の患者さん・急を要す
る患者さんには、できるかぎり対応します。

!
日時：９月２２日（木・祝）１４時〜
会場：五ヶ山豆腐店・裏庭 入場無料
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈2219-1
TＥL 092-954-3761
出演：山の音楽家 Shana
オカリナグループ ひまわり 他
東背振山麓での野外音楽会、おかげさま
で10年目を迎えます。緑ゆたかな山あいで
オカリナの音色をお楽しみください。
お問い合わせは当院まで。

看護師募集中です
わたしたちと一緒に働きませんか
看護師さんを募集しています。
詳細はお気軽に、にのさかクリニックまで
お問い合わせください。

!
（担当：事務長 二ノ坂）

外来診療は８月16日(火)より行ないます。
８月10日(水)・17日(水)は休診日です。

健康教室ピックアップ！
8/19 (金) みんなで語ろう〜私の終活
8/23(火) 音楽療法のススメ
・みんなで語ろう〜私の終活
話題の終活。今回は、みなさんと語りな
がら考えてみたいと思います。終活につい
て考えている方はもちろん、まだまだ考え
ていないという方も、ぜひご参加ください。

!

・音楽療法のススメ
音楽療法は、音楽の持つ働きを応用して
心身の回復・向上をはかる事を目的とする
ものです。
聴いたり演奏したり…音楽の効果をみな
さんも実際に感じてみませんか。
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ダッカ襲撃事件に思う

! 7月1日、バングラデシュ・ダッカのレストランでの襲撃事件で亡くなったみなさまのご冥

福を心からお祈りいたします。日本人7人を含む、イタリア人、アメリカ人、バングラデシュ
人の合計20人が亡くなりました。25年以上にわたってカラムディ村、そしてバングラデシュ
の人たちとの交流・協力を続けてきた「バングラデシュと手をつなぐ会」の一員として、この
ような野蛮な行為に強い憤りと悲しみを感じます。
現地ＮＧＯや村人たちとの長い付き合いを通して、バングラの人々が大変親日的で、思いや
り深い人々であることを知りました。今回の事件は、昨年秋のイタリア人、日本人殺害、その
後のいくつかの事件とつながりがあるようです。
宗教や思想、考え方が違っていても、相手の生命を奪うことで封じることは許されないこと
です。しかし、自分自身も死を覚悟して襲撃する人々に、言葉による説得は通用しません。も
どかしい限りです。バングラデシュの人々や、日本にいるバングラの人々からも、それぞれの
思いが伝えられています。彼らに責任はないのですが、「申し訳ない」と彼らは言います。
大多数のバングラの人々はもちろんおだやかな性格で、日本に親近感を持ち、温かい思いで
います。今回の事件が、バングラの人々と我々日本人とを引き離す契機とならないよう、手を
つなぐ会はこれまで以上に積極的に現地の活動を支援し、バングラの人々の思いをくみ取り、
私たちの思いを伝えていきたいと思っています。
どうぞ会員、支援者のみなさまも、変わらぬご協力を切にお願いいたします。
バングラデシュと手をつなぐ会

!

代表

二ノ坂

健康教室のご案内 １３時〜14時

毎週火曜日 第３週のみ金曜日
場所／にのさかクリニック

保喜

参加
無料

「肺炎球菌ワクチンについて」
６ 医師 二ノ坂 保喜
2 医師 大久保 史子
「眠りについて」
」 ９/
8/ 「在宅患者さん ご家族の話〜
在宅看護師
9
13 外来看護師 小西・橋口
「くらしに役立つマッサージ」
8/
「みんなで語ろう〜私の終活」 ９/
23
19 看護師 熊・MSW 寺町
「音楽療法のススメ
９/ !
8/
〜音に触れてみよう〜」
23 音楽療法士
27
野田 恵美さん
９/

8/

「バングラデシュ看護学校について」

第３弾

外来診療
訪問診療

８月

休診

※外来診療

※ 午後5：00〜6：00の外来診療は、訪問診療の都合により診療開始時間が遅れる場合や診療が
できないことがございます。診察をご希望の方は、事前にお電話いただけると幸いです。

金

金

ふれあす在宅マッサージ
マッサージ師さん

「ボランティア活動を通じて思うこと」

在宅ホスピスボランティアの会「手と手」

峰平あけみさん

※都合により内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。
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８月１２日（金）〜１５日（月）

お盆休みは上記の通りです。
在宅で訪問診療中の患者さん・急を要す
る患者さんには、できるかぎり対応します。
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佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈2219-1
TＥL 092-954-3761
出演：山の音楽家 Shana
オカリナグループ ひまわり 他
東背振山麓での野外音楽会、おかげさま
で10年目を迎えます。緑ゆたかな山あいで
オカリナの音色をお楽しみください。
お問い合わせは当院まで。

看護師募集中です
わたしたちと一緒に働きませんか
看護師さんを募集しています。
詳細はお気軽に、にのさかクリニックまで
お問い合わせください。
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（担当：事務長 二ノ坂）

外来診療は８月16日(火)より行ないます。
８月10日(水)・17日(水)は休診日です。

健康教室ピックアップ！
8/19 (金) みんなで語ろう〜私の終活
8/23(火) 音楽療法のススメ
・みんなで語ろう〜私の終活
話題の終活。今回は、みなさんと語りな
がら考えてみたいと思います。終活につい
て考えている方はもちろん、まだまだ考え
ていないという方も、ぜひご参加ください。

!

・音楽療法のススメ
音楽療法は、音楽の持つ働きを応用して
心身の回復・向上をはかる事を目的とする
ものです。
聴いたり演奏したり…音楽の効果をみな
さんも実際に感じてみませんか。
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福を心からお祈りいたします。日本人7人を含む、イタリア人、アメリカ人、バングラデシュ
人の合計20人が亡くなりました。25年以上にわたってカラムディ村、そしてバングラデシュ
の人たちとの交流・協力を続けてきた「バングラデシュと手をつなぐ会」の一員として、この
ような野蛮な行為に強い憤りと悲しみを感じます。
現地ＮＧＯや村人たちとの長い付き合いを通して、バングラの人々が大変親日的で、思いや
り深い人々であることを知りました。今回の事件は、昨年秋のイタリア人、日本人殺害、その
後のいくつかの事件とつながりがあるようです。
宗教や思想、考え方が違っていても、相手の生命を奪うことで封じることは許されないこと
です。しかし、自分自身も死を覚悟して襲撃する人々に、言葉による説得は通用しません。も
どかしい限りです。バングラデシュの人々や、日本にいるバングラの人々からも、それぞれの
思いが伝えられています。彼らに責任はないのですが、「申し訳ない」と彼らは言います。
大多数のバングラの人々はもちろんおだやかな性格で、日本に親近感を持ち、温かい思いで
います。今回の事件が、バングラの人々と我々日本人とを引き離す契機とならないよう、手を
つなぐ会はこれまで以上に積極的に現地の活動を支援し、バングラの人々の思いをくみ取り、
私たちの思いを伝えていきたいと思っています。
どうぞ会員、支援者のみなさまも、変わらぬご協力を切にお願いいたします。
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