家族会教室ご案内

デイケア卒業生は今！Vol.14
こんにちは！リカバリーセンター に勤務しております辻です。デイケア卒業生の方のイ
ンタビューをお届けする“デイケア卒業生は今！”今回はVol.5で紹介したアルコールリカ
バリーセンター卒業生の吉岡 昌文さんの第2弾！！卒業生は今！！のその後 をお届けし
ます。現在、アディクションリカバリーセンターに勤務され、10年目！！を迎えています。
みなさんに読んでいただけると嬉しいです。
20０９年１０月

2011年１０月頃

201２年６月

ピアスタッフ
として活躍中

アディクション
リカバリーセンター通所
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑひかり入居

新型コロナウィルス感染症の感染状況により、予定が急遽変更となる可能性があります。
ホームページにて最新の情報を随時更新しています。ご確認ください。
①人数制限（一部予約制）：各家族教室前日までにご予約のお電話をお願いします。
②感染対策：来院時の検温と手指消毒を行います。マスクを各自着用の上ご参加ください。
☛アディクション家族教室（予約必須）
予

定：第2土曜日10時～11時45分

倉光病院
リカバリーセンター
入 職

今までを振り返って…
依存症専門の病院を転々として回復の糸口さえも掴めずにもがいていた時に当院につながりま
した。GHひかり、DCの日々を経験し、就労に向けて作業所（サンハウス）に通所しました。その時
にお声がかかり、職員としてお世話になりました。永年の依存症に病んだ生活を過ごしていたた
め、アル中的考え、アル中的行動が染みついていたため、社会に適応が上手くいかないと感じて
いました。その中で上司、同僚が温かく迎えてくださり、病気のことも理解出来て本当に感謝して
います。
私の入職後、当院で治療、回復に向かわれた同僚ができ、心強い日々を過ごさせて頂いています。
Q．現在は病気とどのように付き合っていますか？
日常の生活を過ごすと病気の事を忘れがちになるので依存症という病気だと心の隅にとどめ
ておくことを心掛けています。
☆最後に、社会復帰を目指す仲間にメッセージをお願いします！！！
回復を信じて「回復は無限大だ」という言葉があります。
日々幸せに向かって歩んで行ってください。
吉岡さん！ありがとうございました！！

◇2022年10月より変更となっております。ご確認ください。

※新型コロナウイルスの感染状況により、外来担当医が変更することがあります

◇地下鉄
橋本駅から倉光病院、サンハウスを周る巡回バスを運行しています
月
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◇平日、土曜日の午前中のみ運行しています（日曜日、祭日や運休です）
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巡回バスのご案内
停留所

1便

2便
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7月上旬、入院治療部にベトナムからの技能
実習生が2名入職いたしました！次回はお二人
のインタビューや母国のお話などご紹介して
いく予定としています。ご期待ください！
みな様には、これからの成長をあたたかく見
守っていただけると幸いです。よろしくお願
いいたします！

コロナワクチン接種ご案内
（オミクロン株対応）
当院でも引き続き患者さま・地域のみなさまへの
ワクチン接種をおこなってまいります。
①12歳以上の方（18歳未満は保護者同伴）
②1回目接種及び2回目接種が完了している方
場 所：倉光病院 外来待合室予定
日 時：原則、月曜日 午後13時～実施（祝日は休)
持ってくるもの：ワクチン接種券（来院前に可能な
限りご記入ください）身分証明書となるもの

倉光病院☏092-811-1821
（コロナワクチンご希望とお伝えください）

～ミャンマー料理をご紹介～

「モヒンガー」とは？？

ミャンマー人に昔から愛されている国民食です。朝食の時間帯に
ミャンマー人がよく屋台で食べています。麺は米麺であり、ナマズで
出汁を取ったスープに入れます。パクチーやニンニク揚げ、アヒルの
ゆで卵などをトッピングとして加えます。味はナマズの独特な臭みと魚醤の風味、
そしてトッピングの香草の香りが混ざっています。コクの深い味わいの料理です。

午前:田丸/伊東

◇2022年10月～変更となっております。ご確認ください。
◇地下鉄 橋本駅から倉光病院、サンハウスを周る巡回バスを運行しています。
◇平日、土曜日の午前中のみ運行しています（日曜日、祭日や運休です）。
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ようこそ！技能実習生

リカバリーセンター

＊前日までに当院代表電話（092-811-1821） 地域移行推進課へご予約をお願いします。
☛一般家族教室休止中：第4土曜日10時～11時30分(ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ、人と人との距離を保ちつつ行います｡)

外来担当のご案内
アディクション
リカバリーセンター卒業
サンハウス作業所通所

開催場所：病院横

倉光病院
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送迎バスをご利用される
皆様へお願い
時刻表は通過時間の目安で
すので5分くらい早めにお
願いします。送迎バス接近
時は、乗車の合図をおねが
いします。バス乗車時は
シートベルトの着用をお願
いします。定員(運転手を
含め10名)を超えての乗車
は出来ません。乗車できな
い場合は、公共の交通機関
等をご利用いただくか、次
の便をお待ちください。
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医療法人社団 飯盛会 広報誌
２０２２年 10月号（６０号)

「美味しいお米になりますように☆」
願いを込めて、除草作業に
参加しました♬

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ
新任ドクターご挨拶

理

念

アディクション同窓会開催
リレーエッセイ

医療法人社団 飯盛会 倉光病院
〒819-0037 福岡市西区飯盛664-1
☎ 092-811-1821
倉光病院ＨＰ
http://www.kuramitsu-hp.or.jp/

私たちは人間性を高め
専門性を最大限に生かし
幸せを共に創ります
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広報委員会アドレス
koho@kuramitsu-hp.or.jp
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ミャンマー料理をご紹介

ワクチン接種のご案内
広報委員会

家族教室のご案内

新任ドクター

〈依存症によって家族も傷つけられている‐家族の病とは〉

ご挨拶

くらでぃくしょん

とみながえみこ

名 前：富永恵美子
出身地：大阪府八尾市

専門：精神科

９月より入職しました富永恵美子と申します。大阪府八
尾市出身で、久留米大学を卒業しました。初期研修は八尾
徳洲会総合病院で行い、今年で医師３年目です。先月まで
福岡大学小児科で勤務していたので、精神科医としてはゼ
ロからのスタートになります。わからないことばかりでご
迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、どうかご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

Vol.4

わいわい新聞

依存症はなかなか理解されにくい病気です。しかし依存症は病気です。病気なら治療が必要なの
です。本人は3か月入院治療をしてその後も通院や自助グループに通いながら回復を目指していきま
す。本人が回復すればすべてが上手くいくのでしょうか？そうではありません。
今まで依存症という病気によって周囲の家族は傷つき、疲弊して家族も依存症の影響を大きく受け
ているのです。「あの人が病気なのは分かりましたが、なぜ私たち家族まで病気にさせられないと
いけないのですか？」とお怒りを受けそうですが、依存症で困っているご家族に少し質問です。
□あの人のことばかり考える（依存症のあの人のことがいつも気になってしまっていませんか？）
□怒りや悲しみで生きている

2022年10月号リカバリーセンター
フレンズ＆あみーご

with

ＡＲＣ＆Ａメイト

Aメイト作成！
「夏まつり」

大丈夫
かしら･･･

（ちょっとしたことでイライラしたり、なんで自分だけこんな辛いんだと悲しんだりしていませんか？）

□自分のことが考えられない
（今、依存症のあの人のことで困っている前は、あなたはどんな趣味があって何をする時間が楽しかったですか？）

□自分に焦点があたらない

2022年9月

ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ同窓会開催

3年ぶりの開催となりました。時間・内容共に感染対策の一環で短い時間で
実施しました。この日のために有休をとって参加してくださる方もおられ、
社会で活躍しながら回復のステップを踏まれているみなさんに元気をいた
だきました。少人数での開催となりましたが、久しぶりにお会いする方々と、近況話に花が咲き、
楽しい時間を過ごすことができました。

（最近、好きな物を買い物に行ったり、美容室に行ったり自分のために時間を使っていますか？）

「ひまわり畑」あみーご＆フレンズ

依存症は家族にも病気がささやきます「大切な家族なのだから、お酒や借金の問題は家族が肩代
わりして、私があの人を支えないと・・・」「少しだけ我慢すればいつかやめてくれる」という風
に。依存症によって本人と同様に家族も大きく傷ついています。回復のためには、家族もしっかり
と病気を理解し健康を取り戻しましょう。本人はARP（アディクションリハビリテーションプログラ
ム）に参加し、家族の方々は当院の家族会に参加されるのをお勧めします。自分と同じよう体験を
されている家族との交流を通して家族自身の回復を目指しましょう。
毎月第2土曜日にリカバリーセンターで10時から実施しています。まずは気軽にご参加ください。

≪依存症プログラムのご紹介≫‘病気と私の関係性’ って、なぁに？？

リレーエッセイ

‘依存症’という病気は一般的に「意志が弱い」「だらしがない」と依存症者本人が悪いというイ
メージが強い病気です。そして、それは依存症当事者本人もそう思うことが多いため、病気と‘自分
自身’を分け、病気の症状で止められない、その症状が原因で自分自身の人生に影響を受けているこ
とを振り返る作業をします。そこから、依存症から影響を受ける『依存症特有の思考』
について学び、実践していくことで、回復の手助けとするプログラムです。
総務営繕の坂本宜由さんです！

『私の人生と健康管理』令和4年８月
私は平成２３年（2011年）４月に飯盛会に入職し、あっという間の1２年間を過ごしてきました。
思い返せば、昭和４８年（1973年）に就職して仕事人生が始まりました。この時代は高度成長期で
ベースアップ・賃上げは、毎年実施され給与も毎年上昇を続けていき、現在とは比較にならない時
代でした。一方で職場環境は、非常に劣悪で毎日夜の１０時頃まで勤務し毎日の帰宅は11時過ぎで
した、又、飲食接待も多く１２時過ぎる事もたびたびでした。
この状況は、まさに現在に置き換えればブラック企業であります。
このような生活習慣が続く中、健康管理面は健康診断を受診して再検査の通知が来ても再診する
事はなく体が悲鳴をあげる寸前ではなかったかと思います。
その後、倉光病院に勤務する事になり健康管理に対する考え方が大きく変わりました、今まで営
業一筋で３８年間、毎日毎日売り上げ最優先で仕事をし健康管理をおろそかにしてきました。
今回、医療に従事されている皆さんの働きに感銘し多くの事を学びました。現在は、毎年定期健
診を受診しお陰様で健康になりました。仕事人生の最後に、素晴らしい職場環境で楽しく仕事が出
来たのも皆さんのご理解があったからだと感謝しております。
いつか退職した後には、倉光OBとして応援して行きながら、自身の健康管理をして楽しく、有意
義に過ごして生きたいと思います。
友人や知人との別れ、入院の話を聞くと健康の有難さを痛切に感じる今日この頃です。
坂本さん！いつも安全運転ありがとうございます！
次回はデイケア桜の古野さんにバトンタッチ！

【回復者からのメッセージ】
倉光病院リカバリーセンターでアルコール依存症の当事者として勤務している北川（30歳代男性）です。
2014年倉光病院に入院し、退院後は併設の依存症専門のグループホームから1年間リカバリーセンター
に通所、さらに福岡市内の依存症施設で約2年半、依存症プログラムを継続し、現在は倉光病院職員とし
て患者さんの回復のサポートをさせて頂いてます。今回は私の体験を振り返ってお伝えします。
最初にお酒で問題が生じたのは2011年頃、家族や職場の上司や同僚などから、「お酒の量が増えてき
ている」「仕事中にお酒の臭いや腹痛などによる仕事の影響」を指摘され、倉光病院に受診するように言
われ、しぶしぶ連れて来られたことがあります。当時の私の考えは「別に仕事はできているし、飲む量は
単に酒が強いから！」「自分が仕事に穴を空けたら仕事はどうなるんだ！」と治療を断り、『まずは2週間
止めていれば、依存症じゃないだろう！』と周りを説得しました。しかし、その説得も空しく、3日目には飲
酒してしまい、その後の酒量はさらに増え、家族や職場とはどんどん問題が起きてきました。飲まなけれ
ば日常生活が送れないほどの離脱症状に苦しみながらの生活・・・・・、離脱症状の手の震えや汗を隠すた
め仕事中にお酒を飲みながらなんとか勤務し、その代わり身体的な負担はひどくなり、そのような状況
に家族からも見放され始め、職場からはあきれ返られ、どんどん孤立していき・・・・・本当に、本当に、そ
の3年間は悪夢のような日々でした。
その悪夢の3年間から抜け出したい思い一心で、自分から母に助けを求めました。そこから治療が
始まり、回復のステップを歩み始めました。治療を通じて、自分自身が酒に対して無力であること、
周囲の人に必要な助けを求める大切さ、自分自身を含めたすべてを受け入れる事が自分には必要
でした。受け入れる作業は、時に葛藤もあり苦しいこともありましたが、仲間や周囲に支えられて
取り組めたことはとても大切な時間だったと思います。これからも依存症という病気と私自身も
向き合いながら、仲間と一緒に回復のステップを歩んでいきます。

9月16日にデイケア桜で敬老会を開催しました♪
職員からはソーラン節の披露と、書道の演出、記念品には
手作りのフクロウとひよこ🐤饅頭の贈り物をしました♪
いつまでもお元気でいてください♬
＊造花は、ARC・Aメイトの方の手作りです。
沢山のお花で、会場の雰囲気も華やかになりました。
ありがとうございます。

この日のために猛特訓し、
最高の演舞ができました！

防犯訓練実施
8/26（金）にリカバリーセンターでメンバー＆職員で
共に防犯訓練を行いました。
実際にサスマタを使用しての訓練！
有意義な時間が過ごせました！
実際の声〇女性の力じゃ大変だと感じました。
〇実際に体験しないと分からない事があるので
訓練は大切だと感じた。
【さすまたの正しい使い方4つのポイント】
☛胴押さえ・袈裟押さえ・足押さえの3つの基本動作☛1人ではなく大勢で囲むように使う
☛さすまたの保管場所は必ず共有しておく☛定期的に訓練の実施・講習会への参加をする
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（今、依存症のあの人のことで困っている前は、あなたはどんな趣味があって何をする時間が楽しかったですか？）

□自分に焦点があたらない

2022年9月

ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ同窓会開催

3年ぶりの開催となりました。時間・内容共に感染対策の一環で短い時間で
実施しました。この日のために有休をとって参加してくださる方もおられ、
社会で活躍しながら回復のステップを踏まれているみなさんに元気をいた
だきました。少人数での開催となりましたが、久しぶりにお会いする方々と、近況話に花が咲き、
楽しい時間を過ごすことができました。

（最近、好きな物を買い物に行ったり、美容室に行ったり自分のために時間を使っていますか？）

「ひまわり畑」あみーご＆フレンズ

依存症は家族にも病気がささやきます「大切な家族なのだから、お酒や借金の問題は家族が肩代
わりして、私があの人を支えないと・・・」「少しだけ我慢すればいつかやめてくれる」という風
に。依存症によって本人と同様に家族も大きく傷ついています。回復のためには、家族もしっかり
と病気を理解し健康を取り戻しましょう。本人はARP（アディクションリハビリテーションプログラ
ム）に参加し、家族の方々は当院の家族会に参加されるのをお勧めします。自分と同じよう体験を
されている家族との交流を通して家族自身の回復を目指しましょう。
毎月第2土曜日にリカバリーセンターで10時から実施しています。まずは気軽にご参加ください。

≪依存症プログラムのご紹介≫‘病気と私の関係性’ って、なぁに？？

リレーエッセイ

‘依存症’という病気は一般的に「意志が弱い」「だらしがない」と依存症者本人が悪いというイ
メージが強い病気です。そして、それは依存症当事者本人もそう思うことが多いため、病気と‘自分
自身’を分け、病気の症状で止められない、その症状が原因で自分自身の人生に影響を受けているこ
とを振り返る作業をします。そこから、依存症から影響を受ける『依存症特有の思考』
について学び、実践していくことで、回復の手助けとするプログラムです。
総務営繕の坂本宜由さんです！

『私の人生と健康管理』令和4年８月
私は平成２３年（2011年）４月に飯盛会に入職し、あっという間の1２年間を過ごしてきました。
思い返せば、昭和４８年（1973年）に就職して仕事人生が始まりました。この時代は高度成長期で
ベースアップ・賃上げは、毎年実施され給与も毎年上昇を続けていき、現在とは比較にならない時
代でした。一方で職場環境は、非常に劣悪で毎日夜の１０時頃まで勤務し毎日の帰宅は11時過ぎで
した、又、飲食接待も多く１２時過ぎる事もたびたびでした。
この状況は、まさに現在に置き換えればブラック企業であります。
このような生活習慣が続く中、健康管理面は健康診断を受診して再検査の通知が来ても再診する
事はなく体が悲鳴をあげる寸前ではなかったかと思います。
その後、倉光病院に勤務する事になり健康管理に対する考え方が大きく変わりました、今まで営
業一筋で３８年間、毎日毎日売り上げ最優先で仕事をし健康管理をおろそかにしてきました。
今回、医療に従事されている皆さんの働きに感銘し多くの事を学びました。現在は、毎年定期健
診を受診しお陰様で健康になりました。仕事人生の最後に、素晴らしい職場環境で楽しく仕事が出
来たのも皆さんのご理解があったからだと感謝しております。
いつか退職した後には、倉光OBとして応援して行きながら、自身の健康管理をして楽しく、有意
義に過ごして生きたいと思います。
友人や知人との別れ、入院の話を聞くと健康の有難さを痛切に感じる今日この頃です。
坂本さん！いつも安全運転ありがとうございます！
次回はデイケア桜の古野さんにバトンタッチ！

【回復者からのメッセージ】
倉光病院リカバリーセンターでアルコール依存症の当事者として勤務している北川（30歳代男性）です。
2014年倉光病院に入院し、退院後は併設の依存症専門のグループホームから1年間リカバリーセンター
に通所、さらに福岡市内の依存症施設で約2年半、依存症プログラムを継続し、現在は倉光病院職員とし
て患者さんの回復のサポートをさせて頂いてます。今回は私の体験を振り返ってお伝えします。
最初にお酒で問題が生じたのは2011年頃、家族や職場の上司や同僚などから、「お酒の量が増えてき
ている」「仕事中にお酒の臭いや腹痛などによる仕事の影響」を指摘され、倉光病院に受診するように言
われ、しぶしぶ連れて来られたことがあります。当時の私の考えは「別に仕事はできているし、飲む量は
単に酒が強いから！」「自分が仕事に穴を空けたら仕事はどうなるんだ！」と治療を断り、『まずは2週間
止めていれば、依存症じゃないだろう！』と周りを説得しました。しかし、その説得も空しく、3日目には飲
酒してしまい、その後の酒量はさらに増え、家族や職場とはどんどん問題が起きてきました。飲まなけれ
ば日常生活が送れないほどの離脱症状に苦しみながらの生活・・・・・、離脱症状の手の震えや汗を隠すた
め仕事中にお酒を飲みながらなんとか勤務し、その代わり身体的な負担はひどくなり、そのような状況
に家族からも見放され始め、職場からはあきれ返られ、どんどん孤立していき・・・・・本当に、本当に、そ
の3年間は悪夢のような日々でした。
その悪夢の3年間から抜け出したい思い一心で、自分から母に助けを求めました。そこから治療が
始まり、回復のステップを歩み始めました。治療を通じて、自分自身が酒に対して無力であること、
周囲の人に必要な助けを求める大切さ、自分自身を含めたすべてを受け入れる事が自分には必要
でした。受け入れる作業は、時に葛藤もあり苦しいこともありましたが、仲間や周囲に支えられて
取り組めたことはとても大切な時間だったと思います。これからも依存症という病気と私自身も
向き合いながら、仲間と一緒に回復のステップを歩んでいきます。

9月16日にデイケア桜で敬老会を開催しました♪
職員からはソーラン節の披露と、書道の演出、記念品には
手作りのフクロウとひよこ🐤饅頭の贈り物をしました♪
いつまでもお元気でいてください♬
＊造花は、ARC・Aメイトの方の手作りです。
沢山のお花で、会場の雰囲気も華やかになりました。
ありがとうございます。

この日のために猛特訓し、
最高の演舞ができました！

防犯訓練実施
8/26（金）にリカバリーセンターでメンバー＆職員で
共に防犯訓練を行いました。
実際にサスマタを使用しての訓練！
有意義な時間が過ごせました！
実際の声〇女性の力じゃ大変だと感じました。
〇実際に体験しないと分からない事があるので
訓練は大切だと感じた。
【さすまたの正しい使い方4つのポイント】
☛胴押さえ・袈裟押さえ・足押さえの3つの基本動作☛1人ではなく大勢で囲むように使う
☛さすまたの保管場所は必ず共有しておく☛定期的に訓練の実施・講習会への参加をする
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名 前：富永恵美子
出身地：大阪府八尾市

専門：精神科

９月より入職しました富永恵美子と申します。大阪府八
尾市出身で、久留米大学を卒業しました。初期研修は八尾
徳洲会総合病院で行い、今年で医師３年目です。先月まで
福岡大学小児科で勤務していたので、精神科医としてはゼ
ロからのスタートになります。わからないことばかりでご
迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、どうかご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
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依存症はなかなか理解されにくい病気です。しかし依存症は病気です。病気なら治療が必要なの
です。本人は3か月入院治療をしてその後も通院や自助グループに通いながら回復を目指していきま
す。本人が回復すればすべてが上手くいくのでしょうか？そうではありません。
今まで依存症という病気によって周囲の家族は傷つき、疲弊して家族も依存症の影響を大きく受け
ているのです。「あの人が病気なのは分かりましたが、なぜ私たち家族まで病気にさせられないと
いけないのですか？」とお怒りを受けそうですが、依存症で困っているご家族に少し質問です。
□あの人のことばかり考える（依存症のあの人のことがいつも気になってしまっていませんか？）
□怒りや悲しみで生きている
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家族会教室ご案内

デイケア卒業生は今！Vol.14
こんにちは！リカバリーセンター に勤務しております辻です。デイケア卒業生の方のイ
ンタビューをお届けする“デイケア卒業生は今！”今回はVol.5で紹介したアルコールリカ
バリーセンター卒業生の吉岡 昌文さんの第2弾！！卒業生は今！！のその後 をお届けし
ます。現在、アディクションリカバリーセンターに勤務され、10年目！！を迎えています。
みなさんに読んでいただけると嬉しいです。
20０９年１０月

2011年１０月頃

201２年６月

ピアスタッフ
として活躍中

アディクション
リカバリーセンター通所
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑひかり入居

新型コロナウィルス感染症の感染状況により、予定が急遽変更となる可能性があります。
ホームページにて最新の情報を随時更新しています。ご確認ください。
①人数制限（一部予約制）：各家族教室前日までにご予約のお電話をお願いします。
②感染対策：来院時の検温と手指消毒を行います。マスクを各自着用の上ご参加ください。
☛アディクション家族教室（予約必須）
予

定：第2土曜日10時～11時45分

倉光病院
リカバリーセンター
入 職

今までを振り返って…
依存症専門の病院を転々として回復の糸口さえも掴めずにもがいていた時に当院につながりま
した。GHひかり、DCの日々を経験し、就労に向けて作業所（サンハウス）に通所しました。その時
にお声がかかり、職員としてお世話になりました。永年の依存症に病んだ生活を過ごしていたた
め、アル中的考え、アル中的行動が染みついていたため、社会に適応が上手くいかないと感じて
いました。その中で上司、同僚が温かく迎えてくださり、病気のことも理解出来て本当に感謝して
います。
私の入職後、当院で治療、回復に向かわれた同僚ができ、心強い日々を過ごさせて頂いています。
Q．現在は病気とどのように付き合っていますか？
日常の生活を過ごすと病気の事を忘れがちになるので依存症という病気だと心の隅にとどめ
ておくことを心掛けています。
☆最後に、社会復帰を目指す仲間にメッセージをお願いします！！！
回復を信じて「回復は無限大だ」という言葉があります。
日々幸せに向かって歩んで行ってください。
吉岡さん！ありがとうございました！！

◇2022年10月より変更となっております。ご確認ください。

※新型コロナウイルスの感染状況により、外来担当医が変更することがあります

◇地下鉄
橋本駅から倉光病院、サンハウスを周る巡回バスを運行しています
月
火
水
木
金
◇平日、土曜日の午前中のみ運行しています（日曜日、祭日や運休です）
新
患
再
診

午前:倉光/田丸

午後：田丸/長田
第1･2･3午後:倉光

午後:倉光/田丸

午前:倉光/吉田

午前:倉光/長田

午前:田丸/富永

午前:倉光/吉田

巡回バスのご案内
停留所

1便

2便

3便

7月上旬、入院治療部にベトナムからの技能
実習生が2名入職いたしました！次回はお二人
のインタビューや母国のお話などご紹介して
いく予定としています。ご期待ください！
みな様には、これからの成長をあたたかく見
守っていただけると幸いです。よろしくお願
いいたします！

コロナワクチン接種ご案内
（オミクロン株対応）
当院でも引き続き患者さま・地域のみなさまへの
ワクチン接種をおこなってまいります。
①12歳以上の方（18歳未満は保護者同伴）
②1回目接種及び2回目接種が完了している方
場 所：倉光病院 外来待合室予定
日 時：原則、月曜日 午後13時～実施（祝日は休)
持ってくるもの：ワクチン接種券（来院前に可能な
限りご記入ください）身分証明書となるもの

倉光病院☏092-811-1821
（コロナワクチンご希望とお伝えください）

～ミャンマー料理をご紹介～

「モヒンガー」とは？？

ミャンマー人に昔から愛されている国民食です。朝食の時間帯に
ミャンマー人がよく屋台で食べています。麺は米麺であり、ナマズで
出汁を取ったスープに入れます。パクチーやニンニク揚げ、アヒルの
ゆで卵などをトッピングとして加えます。味はナマズの独特な臭みと魚醤の風味、
そしてトッピングの香草の香りが混ざっています。コクの深い味わいの料理です。

午前:田丸/伊東

◇2022年10月～変更となっております。ご確認ください。
◇地下鉄 橋本駅から倉光病院、サンハウスを周る巡回バスを運行しています。
◇平日、土曜日の午前中のみ運行しています（日曜日、祭日や運休です）。
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サンハウス

7:45 8:20 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55

倉光病院

7:50 8:25 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

橋本駅1番出入口 8:05 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10

ようこそ！技能実習生

リカバリーセンター

＊前日までに当院代表電話（092-811-1821） 地域移行推進課へご予約をお願いします。
☛一般家族教室休止中：第4土曜日10時～11時30分(ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ、人と人との距離を保ちつつ行います｡)

外来担当のご案内
アディクション
リカバリーセンター卒業
サンハウス作業所通所

開催場所：病院横

倉光病院

8:10 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

サンハウス

8:15 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20

送迎バスをご利用される
皆様へお願い
時刻表は通過時間の目安で
すので5分くらい早めにお
願いします。送迎バス接近
時は、乗車の合図をおねが
いします。バス乗車時は
シートベルトの着用をお願
いします。定員(運転手を
含め10名)を超えての乗車
は出来ません。乗車できな
い場合は、公共の交通機関
等をご利用いただくか、次
の便をお待ちください。
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「美味しいお米になりますように☆」
願いを込めて、除草作業に
参加しました♬
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リレーエッセイ

医療法人社団 飯盛会 倉光病院
〒819-0037 福岡市西区飯盛664-1
☎ 092-811-1821
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http://www.kuramitsu-hp.or.jp/
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