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　皆様、新年明けましておめでとうございます。今年は聖陵会が「特定医療法
人」となって初めて迎える年となりました。また、「０」からのスタートです。
「特定医療法人」には「公益の増進」という要件があります。今まで以上に社
会的責任が重くなります。職員一人一人が社会的責任を意識して、社会のニー
ズに応えていってほしいと思っています。
　ところで、今年は「戌年」ですが、本来は「刈り取った物をまとめる」とかいう意味で、動物のワンちゃ
んとは関係ないんだそうです。それがいつの間にか動物の「犬」を意味するようになって、「犬」にとって
も光栄なことと思います。干支の中でも「犬」が人類に最も好かれ、年賀状のイラストにもなり、人気者で
す。聖陵会も戌年にあやかって、地域の皆様に親しまれるような医療法人でありたいと思っています。
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新年のご挨拶
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【第 1部】【第 1部】
10月 14 日（土）聖陵ストリーム タ・プロームにて 20周年お祝いの会を開催しました10月 14 日（土）聖陵ストリ ム タ プロ ムにて 20周年お祝 の会を開催しました　10月 14 日（土）聖陵ストリ ム、タ プロ ムにて、20周年お祝いの会を開催しました。

　2部構成で第 1部は、地元自治会の方や開設当初の元職員、聖陵会職員を招待し、80 名以上の参加者2部構成で第 1部は 地元自治会の方や開設当初の元職員 聖陵会職員を招待し 80 名以上の参加者部構成 第 部 、地元自治会 方や開設当初 元職員、聖陵会職員を招待 、 名以 参加者
で記念式典を行いました。念式典 行 まで記念式典を行いました。
オープニングは 職員によるオ プニングは 職員による　オ プニングは、職員による

芸能隊のよさこいソーラン節に芸能隊のよさこいソーラン節に
合わせ 20 周年のテーマである合わせ 20 周年 である合わせ、20 周年のテーマである
『飛躍』という題字を、書道パ『飛躍』という題字を 書道パ『飛躍』という題字を、書道
フォーマンスで書き上げるといフォーマンスで書き上げるとい
う迫力ある演技を披露しましたう迫力ある演技を披露しましたう迫力ある演技を披露しました
（題字はストリーム正面玄関に（題字はストリーム正面玄関に（題字 トリ 面玄関
飾ってあります）。飾 りま ）飾ってあります）。
小南先生の挨拶では これま小南先生の挨拶では これま　小南先生の挨拶では、これま

でのストリームの歴史や活動のでのストリームの歴史や活動の
報告と 今後の更なる飛躍を職報告と 今後 更なる飛躍を職報告と、今後の更なる飛躍を職
員一同誓いました。員一同誓いました員 同誓いました。
　その後、女性だけの祗園囃子その後、女性だけの祗園囃子
グループ「なでしこの会」の方々グル プ「なでしこの会」の方々グル プ「なでしこの会」の方々
の演奏、ピアニストと音楽療法の演奏 ピアニストと音楽療法演奏、 ア ト 音楽療法
士との共演による独唱に、参加士 共演 独 参加士との共演による独唱に、参加
者の方々が聴き聞き入り 心地者の方々が聴き聞き入り 心地者の方々が聴き聞き入り、心地
よい時間を過ごすことができまよい時間を過ごすことができま
したしたした。
最後は思い出ムービーの上映最後は思い出ムービーの上映　最後は思い出ム ビ の上映

で、懐かしい写真の数々に笑いで、懐かしい写真の数々に笑い
とどよめきが起こりましたとどよめきが起こりましたとどよめきが起こりました。

【第２部】【第 部】【第２部】
第2部はデイケアにて行われ第2部はデイケアにて行われ　第2部はデイケアにて行われ、
岩里会長から職員へのねぎらい岩里会長から職員へのねぎらい
の挨拶 山田院長による乾杯の挨拶 山田院長 よる乾杯の挨拶、山田院長による乾杯の
挨拶で幕を開けました。挨拶で幕を開けました挨拶で幕を開けました。
　バーベキューとオードブルを囲み、ステージで行われる工夫を凝らした余興の数々に、笑いが絶えないバーベキューとオードブルを囲み、ステージで行われる工夫を凝らした余興の数々に、笑いが絶えない
ひとときとなりましたひとときとなりましたひとときとなりました。
　特に、事務局長、事務長、婦長が参加した二人羽織りで食べ物を食べるという、体を張った余興は、と特に 事務局長 事務長 婦長が参加した二人羽織りで食べ物を食べるという 体を張った余興は と特 、事務局長、事務長、婦長 参加 人羽織り 食 物を食 う、体を張 余興 、
ても盛り上がっていました。盛り上 まても盛り上がっていました。
余興の最後には 豪華景品が当たるジャンケン大会が行われ 見事景品をゲット出来た参加者は嬉しそ余興の最後には 豪華景品が当たるジャンケン大会が行われ 見事景品をゲ ト出来た参加者は嬉しそ　余興の最後には、豪華景品が当たるジャンケン大会が行われ、見事景品をゲット出来た参加者は嬉しそ

うでした。うでした
熱気と余韻が残る中 最後は砂原副院長の挨拶で幕を閉じました熱気と余韻が残る中 最後は砂原副院長 挨拶で幕を閉じました　熱気と余韻が残る中、最後は砂原副院長の挨拶で幕を閉じました。
10年、20年後も「ストリームの元気」を持ち続けて行こうと、気持ちを新たにした１日となりました。10年 20年後も「ストリームの元気」を持ち続けて行こうと 気持ちを新たにした１日となりました　10年、20年後も「ストリ ムの元気」を持ち続けて行こうと、気持ちを新たにした１日となりました。

　８月に行われた『聖涼祭』にて恒例のブースを作り、平成 29年７月に発生した九州北部豪雨災害のた行 『 涼祭』 恒例 ブ 作り 成 年 発生 九州北部豪 災害　８月に行われた『聖涼祭』にて恒例のブースを作り、平成 29年７月に発生した九州北部豪雨災害のた
めの募金箱を設置しましための募金箱を設置しましための募金箱を設置しました。
　募金箱の収益とバザーの売上金を合わせた分を支援金として合計 59,392 円募金箱の収益とバザーの売上金を合わせた分を支援金として合計 59 392 円
を夏祭り委員長の中嶋が平成 29年８月 27日に市役所へ届けましたを夏祭り委員長 中嶋が平成 29年８月 27日 市役所 届けましたを夏祭り委員長の中嶋が平成 29年８月 27日に市役所へ届けました。
被害に遭われた方の中には、元の生活に戻れない方もいらっしゃると聞きま被害に遭われた方の中には 元の生活に戻れない方もいらっしゃると聞きま　被害に遭われた方の中には、元の生活に戻れない方もいらっしゃると聞きま

した。した。
日田市役所でも支援金を募っているとのことで 今後の復興に少しでもお役日田市役所でも支援金を募 て るとのことで 今後の復興に少しでもお役　日田市役所でも支援金を募っているとのことで、今後の復興に少しでもお役

に立てればと思います。に立てればと思いますれ 思 ます。

聖陵ストリーム 20周年記念お祝いの会聖陵ストリ ム 20周年記念お祝いの会聖陵ストリーム 20周年記念お祝いの会聖陵ストリ ム 20周年記念お祝いの会

聖涼祭での収益を日田市に寄付しました
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ストリーム施設内研修

院内研修発表

　11月 22日 ( 水 ) にストリームにて施設内研修が行われました。

　始めに 3つの委員会から委員会で活動した内容の発表がありました。

　次に 3 階の介護職員による『認知』についてと、平事務長から電子カルテ導入の説明がありま

した。『認知』については、3 階の入所者の方を少人数に分け、物づくりに取組んでもらい普段で

は見られなかった集中力や生き生きとした表情や動作が見られたという内容で、とても関心深い発

表でした。

　最後に、外部研修に参加した職員による「第 5 排泄フォーラム」と「終末期～エンドオフライ

フケア～」の報告がありました。

　この施設内全体研修を通して、今後も研修や委員会活動で知識を増やしスキルアップしていきた

いと思いました。

　11月 17日、岩里病院の研修発表会が行われました。

　安全管理（事務）からは「インシデント・アクシデントの報告と改善策」、看護部から救急エキ

スパートが「病院職員に対する心肺蘇生法の現状調査」、JRE エキスパートからは「VAC 療法を

用いた褥瘡患者の治癒経過」、放射線科から「MRI検査における問診票の重要性」、訪問看護ステー

ションから「脳性麻痺児の運動会徒競争への参加」、感染対策委員から「お盆正月インフルエンザ」

の発表がありました。各部署の活動経過を発表を通して知ることができました。感染対策委員は職

員が出演するビデオを作成し、分かり易く楽しく勉強することができました。



　9月 9日日日土曜日に職員１７人で福岡へ日帰り
旅行に行ってきました。
　福岡へ行く道中、トラックの横転事故があ

り途途途中で中 高高高速を降りるというハプニングもありましたが、無事予定時刻に
は着着着くくくことととができました。
　昼昼昼食会食会食会場場場のセントラーザ博多では、ハンバーグがとても美味しくおかわり
する人も人も人もいました。秋のフェアー中で、栗を使ったデザートなどを堪能しまし
た。
　その後、キャナルシティー博多へ移動し、劇団四季の“リトルマーメイド”を
観観賞観 しました。海の中のシーンでは演者が滑らかに波に揺られているような演
出出の細やかさに感激し、王子に抱き抱えられるアリエルを羨ましいとつぶやく
方も多々いました。
　リフレッシュできた１日を過ごすことができたと思います。

　　10月21日(土)から10月23日(日)まで、30名で大阪へ行ってきました。
　非常に強い台風が迫ってくる中、いささかの不安を抱えながら出発。
　　博多駅で、それぞれが食べたい駅弁と、飲み物を買って新幹線に乗り込み
ました。３時間弱で新大阪駅に到着すると、すでに雨が降っていました。それ

でもでもでもせせっせせ かくの旅行だから楽しまなくては！と、大阪の街へ繰り出し、お好み焼きやたこ焼きを食べたり、
新喜新喜新喜喜劇劇劇で大笑いしたり、心と胃袋を満たしました。
　２日目はユニバーサルスタジオジャパンへ！覚悟はしていましたが、やっぱり天候は雨・・・台風は風は風は容赦容赦容赦
なく近づいてきていました。それでも！カッパを着て、雨ニモマケズ、風ニモマケズ、大型ノタイフウウウニモニモニモモ
マケズ、乗り物の列に 110 分並び、笑顔で手を振るミニオンやスヌーピーを見てテンションを上げ、止まな
い雨に心折れそうになりながらも、主要なアトラクションはひと通り乗り終えました。なんだかんだ楽しん
で、日が暮れる頃には、靴もズボンもびしょ濡れ。加えて風雨も強くなっていました。ジェットコースターター
系のの乗り乗り乗り物が台風で休止だったことがとても残念でした。
　３　３日目目日目の朝方まで、風も雨も強かったのです
が、がが チェェェッッックアウトを済ませ外に出ると、そこ
にはにはには青空が・・・台風一過とはこのことかと、
ちょっと切なくもなりましたが。気持ちを切り
替え替え全員全員揃っ揃 て「あべのハルカス」へ。高速エ
レベレベーターターーで 60階まで 45秒。ガラス張りの展
望室室室からは、ミニチュアのような大阪の景色が
広が広が広がってっっ いました。そのあと、揚げたての串揚
げをげを食食食べ、帰路に着きました。台風と共に過ご
したしし ３日日日間。間。間。それそれそれれでもとててても楽も楽楽しく、面白い旅旅旅
行と行ととなりなな ましましました。た。

職員旅行

演
く

ごすことができたと思います。

日帰り旅行

大阪　２泊３日



　11 月月 191919 日（日日 日）、いいちこ日こ日こ日日田蒸蒸蒸蒸留留留所留 の
「紅紅紅葉祭葉祭葉祭」ににに屋台のお手伝いのボラボラボランテンテンティア
として、聖聖聖陵会より 3名で参加しましまました。
聖陵会はははポップコーンの屋台を担当したの
すが、50 円という安さもあってか、ポップ
コーン機 3台をフル回転させても追いつかない
程の売れ行きでした。
当日は好天にも恵まれ、敷地内の紅葉も見頃
で、多くの家族連れで賑わっていました。特

に、通常では公開されて
いない工場の中を見学で
きる「焼酎蔵見学ツアー」
は大人気だったようで
す。焼酎の試飲コーナーや地元のグルメが味わえる屋台コココーーー
ナー、音楽会、フレアバーテンダーショー等、たくさんののの催催
しが行われていました。
車で行っていたため、ノンアルコールの試飲しかできなかっ
ことが残念でした。

で
コ
程
　
で

いいちこ日田蒸留所
紅葉祭
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　11 月 21 日に二所ノ関部屋から 3 人の力士が慰問に来

てくれました。

　大きな力士の登場に会場は大きく盛り上がりました。はじめは、質問コー

ナーで、利用者さんたちが「まわしはどのくらいあるんですか」や「体重は

どのくらいですか」など普段聞けないようなことが聞けて大喜びでした。

　その後、普段の稽古の四股踏みや、柔軟体操、ぶつかり稽古を見せてもら

い、また職員とも相撲をとらせてくれました。

～実際に相撲を取った職員の話～　

　実際に力士と相撲をしてみて、相手が小柄な力士だっ

たので勝てるかな？と一瞬思ったけど、全然相手にして

もらえなかったです。

　色々工夫した職員力士には歓声も沸いていました、ま

た九州場所後には来て貰えるといいなと思います。

　平成 29 年 12 月 8 日 19 時より、マリエールオー

クパインで忘年会が盛大に行われました。

　小南理事長の挨拶から始まり、聖陵会が医療法人から特定医療法人に

なったことについて、お話がありました。

　市議会議員の、溝口様の乾杯の音頭で宴会がスタート。

　しばし美味しい食事やお酒を楽しんだ後

は、毎年恒例の余興がありました。

　今年は、豪華景品をかけた全員参加のビンゴゲーム大会と、有志による

ブルゾンちえみｗ ithB ならぬブルボン由香＆勝子ｗ ithB で、大盛り上が

りでした。

　余興の後は各種表彰があり、あっという間に 2時間が経過。

　最後は、日田式の打ち込みで幕を閉じました。

相撲慰問

忘年会

は
す
ナ
し
車
た
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新 人 紹 介

所属／所属／所属／所属／ストリーム リハビリ助手助ストリーム リハビリ助手トリ リ リ助手
誕生日／誕生日／誕生日／ 12 月 23 日12 月 23 日12 月 23 日
血液型／血液型／血液型／O型O型O型
趣味・特技／趣味・特技／趣味 特技／ウォーキング、歌ウォーキング 歌ウォ キング、歌
コメント（抱負）／先生方や利用者の皆先生方や利用者の皆先生方や利用者の皆
さんの役に立てるよう、必要とされるアさん 役 立 よう 必要 されさんの役に立てるよう 必要とされるア
シスタントになっていきたいです♪シスタントになっていきたいです♪シスタントになっていきたいです♪

所属／所属／所属／所属／聖陵岩里病院　病棟看護師陵岩 病院 病棟看護師聖陵岩里病院 病棟看護師聖陵岩 病院 病棟看護師
誕生日／９誕生日／９誕生日／９月 23日月 23日月 23日
血液型／血液型／血液型／ A 型A型A型
趣味・特技／趣味・特技／趣味 特技／ドライブドライブドライブ
コメント（抱負）／早く仕事を覚えて頑早く仕事を覚えて頑早く仕事を覚えて頑
張りたいです。張りた す張りたいです

所属／所属／所属／所属／ストリーム　介護介護ストリーム 介護トリ 介護
誕生日／誕生日／誕生日／５月６日５月６日５月６日
血液型／血液型／血液型／ AB 型AB型AB型
趣味・特技／趣味・特技／趣味 特技／野球・ゴルフ野球・ゴルフ野球 ルフ
コメント（抱負）／スポーツ全般とお酒スポ ツ全般とお酒スポ ツ全般とお酒
が大好きです。人見知りなのでどんどんが大好き す 人見知りな どんどんが大好きです 人見知りなのでどんどん
声をかけて下さい。声をかけて下さい声をかけて下さい。

所属／所属／所属／所属／聖陵岩里病院　看護部陵岩 病院 看護部聖陵岩里病院 看護部聖陵岩 病院 看護部
ナースエイドナ スエイド　　　ナ スエイド

誕生日／誕生日／誕生日／ 12 月 15 日12 月 15 日12 月 15 日
血液型／血液型／血液型／ A 型A型A型
趣味・特技／趣味 特技／趣味 特技／ドライブ・バレードライブ バレドライブ バレ
コメント（抱負）／仕事を早く覚えて、仕事を早く覚え仕事を早く覚えて
皆さんと仲良くなりたいです。皆さんと仲良くなりたいです皆さんと仲良くなりたいです。

所属／所属／所属／所属／放射線科　放射線科放射線科放射線科 誕生日／誕生 ／誕生日／誕生日／５月 17日５月 17日月 日
血液型／血液型／血液型／O型O型O型
趣味・特技／趣味 特技／趣味・特技／多趣味です・スポーツ全般　多趣味です ポ 全般多趣味です・スポーツ全般
主に夏は自転車に乗り、冬は水泳をしてい主に夏は自転車に乗り 冬は水泳をしてい主に夏は自転車に乗り、冬は水泳をして
ます。晴れた日は自転車通勤をしようと思っます 晴れた日は自転車通勤をしようと思ます。晴れた日は自転車通勤をしようと思っ
ています。ますています
コメント（抱負）／フェイスブックで親父フェイスブックで親父フェイスブックで親父
ギャグをアップして、地球を寒くしようと努ギ グをア プして 地球を寒くしようと努ギャグをアップして、地球を寒くしようと努

力しています (^^) でも、孫と遊ぶのが一番楽しいです。早く仕力 ま ( ) 遊 番楽力しています ( ) でも 孫と遊ぶのが一番楽しいです 早く仕力 ます ( ) も、孫 遊 番楽 す。早く仕
事を覚えて先生はじめ職員方のお役に立ちたいと思っています事を覚えて先生はじめ職員方のお役に立ちたいと思 ています事を覚えて先生はじめ職員方のお役に立ちたいと思っています。

所属／所属／所属／所属／聖陵岩里病院　病棟看護師陵岩 病院 病棟看護師聖陵岩里病院 病棟看護師聖陵岩 病院 病棟看護師
誕生日／誕生日／誕生日／ 3 月 13 日3月 13 日3月 13 日
血液型／血液型／血液型／ B 型B型B型
趣味・特技／趣味・特技／趣味 特技／ドライブドライブドライブ
コメント（抱負）／早く仕事を覚えられ早く仕事を覚えられ早く仕事を覚えられ
るよう頑張ります。よう頑張りまするよう頑張ります

所属／所属／所属／所属／聖陵岩里病院　病棟看護師陵岩 病院 病棟看護師聖陵岩里病院 病棟看護師聖陵岩 病院 病棟看護師
誕生日／誕生日／誕生日／３月 27日３月 27日３月 27日
血液型／血液型／血液型／ A 型A型A型
趣味・特技／趣味・特技／趣味 特技／毎日笑うこと毎日笑うこと毎日笑うこと
コメント（抱負）／いろいろ沢山教えていろいろ沢山教えていろいろ沢山教えて
下さい下さ下さい

所属／所属／所属／所属／ストリーム　デイサービスストリーム デイサービストリ イサ
誕生日／誕生日／誕生日／ 12 月 31 日12 月 31 日12 月 31 日
血液型／血液型／血液型／ A 型A型A型
趣味・特技／趣味・特技／趣味 特技／カラオケ＆映画鑑賞カラオケ＆映画鑑賞カラオケ＆映画鑑賞
コメント（抱負）／元気に笑顔で明るく元気に笑顔で明るく元気に笑顔で明るく
楽しく頑張りましょう。楽しく頑張りまし う楽しく頑張りましょう
歌が好きな方は友達になって下さい。歌が好きな方は友達になって下さい歌が好きな方は友達になって下さい。

所属／所属／所属／所属／聖陵岩里病院　病棟看護師陵岩 病院 病棟看護師聖陵岩里病院 病棟看護師聖陵岩 病院 病棟看護師
誕生日／誕生日／誕生日／６月 23日６月 23日６月 23日
血液型／血液型／血液型／ AB 型AB型AB型
趣味・特技／趣味・特技／趣味 特技／お菓子作りお菓子作りお菓子作り
コメント（抱負）／一日一日大切にし働日 日大切にし働日 日大切にし働
きます。よろしくお願いします。きます よろしく 願 しますきます よろしくお願いします

所属／所属／所属／所属／病院デイケア病院病院デイケア病院 イ ア
誕生日／誕生日／誕生日／５月 13日５月 13日５月 13日
血液型／血液型／血液型／ A 型A型A型
趣味・特技／趣味・特技／趣味 特技／読書読書読書
コメント（抱負）／早く仕事を覚えて頑早く仕事を覚えて頑早く仕事を覚えて頑
張ります。張ります張ります

河上 寿美香河上 寿美香河上 寿美香河上　寿美香

高瀬 理紗高瀬 理紗高瀬 理紗高瀬　理紗

佐々木 翔太佐々木 翔太佐々木 翔太佐々木　翔太

梶原 拳人梶原 拳人梶原 拳人梶原　拳人

鍛治谷 利郎鍛治谷 利郎鍛治谷 利郎鍛治谷　利郎

後藤 朋美後藤 朋美後藤 朋美後藤　朋美

貞清 玉代貞清 玉代貞清 玉代貞清　玉代

井上 功井上 功井上 功井上　功

高倉 早苗高倉 早苗高倉 早苗高倉　早苗

中山 ルミ中山 ルミ中山 ルミ中山　ルミ
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　 原 義 則

経歴：毎日新聞記者。鹿児島支局長、経済部長、
編集委員を経て2000年４月、日田赴任。

「西郷どん」の
　　底知れぬ魅力
「西郷どん」の
　　底知れぬ魅力
　　　　

　　ＮＨＫの大河ドラマ「西郷（せご）どん」が
スタートした。明治維新から 150 年。鹿児島支
局次長（昭和 59～ 60年）、支局長（平成３～
７年）として６年間勤めた懐かしい土地と人物
だ。興味津々、テレビ桟敷席に陣取っている。
　西郷隆盛の曽孫で陶芸家の隆文さん（70）＝
薩摩焼協同組合理事長＝は、環境関係のＮＰＯ
法人の理事仲間である。2010 年秋、小鹿田焼
の里に呼び、窯元や後継者に伝統技法などを熱
く語ってもらった。夜は、隈町の春光園で、尺ア
ユを肴にうまい酒を酌み交わした。
　その隆文さんが「西郷隆盛　十の訓（おし）
え」（三笠書房）を出版した。西郷どんの底知れ
ぬ魅力と「敬天愛人」の精神を語り、現代にも
通じる、含蓄に富んだ名作と言えよう。
　考察の基になったのは、今も広く愛唱されてい
る「西郷南洲翁遺訓」である。実は、山形の旧
庄内藩士たちが、西南戦争で逆賊となった西郷
どんの明治 22 年の名誉回復（正三位）後にま

とめたもの。というのも、庄内藩は新政府軍に最
後まで抵抗し、断罪を覚悟したが、西郷どんの
計らいで驚くほど寛大な処置だった。後に遣韓論
（征韓論）に敗れて下野した西郷どんを鹿児島
に訪ね、珠玉の謦咳に接していた。
　「十の訓え」で、特に筆者の注意を引いたの
は「国政を司る者は、少しでも私利私欲に走って
はならない」（意訳）。森友・加計問題がいまだ
にくすぶっているが、どなたかには耳が痛かろう。
他にも「迷ったときは『損得』ではなく『善悪』
で判断せよ」「『正道』を行い、それを楽しめ」「恥
は堂 と々かけばいい」……。ぜひ、熟読をお勧
めしたい。大河ドラマを、２倍も３倍も楽しむこと
が出来ます。

西郷隆文さん

56

新年明けましておめでとうございます、新しい年が
始まりました。
新年になるとどこからか「今年の目標を立てましょ

う」という声が聞かれます。一年間で自分がやりたい
事や達成したいこと事を考えたり、紙に書いて毎日見
るという人もいるでしょう。
あなたの今年の目標は何ですか？
昨年を振り返っても、一年なんて“あっ”という間

編 集 後 記

特定医療法人　聖陵会
救急指定 聖陵岩里病院
〒877-0052　大分県日田市銭渕町16番地の18　TEL0973-22-1600

訪問看護ステーション いわさと
〒877-0052　大分県日田市銭渕町4-3　TEL0973-22-1618

介護老人保健施設 聖陵ストリーム
〒877-0075　大分県日田市中釣町485-3　TEL0973-26-3111
　　居宅介護サービスセンター・訪問介護サービスセンター・こども発達・支援センター銀河

■ホームページ
　
■

聖陵花月クリニック
〒877-1232　大分県日田市大字三和931-6　TEL0973-27-5050

アンコール小児病院（カンボジア）

聖陵会ブログ　「セイントボイス」　http://ameblo.jp/seiryou/
日田紹介ブログ「いい日田！夢気分！」　http://ameblo.jp/seiryou2/

に終わってしまいます。
　いつの間にか、新たな心で立てた目標も見失って
しまうことさえあります。しかし一日24時間・365
日一人ひとりに必ず新しいドラマが生まれます、喜怒
哀楽それがあるから人生はすばらしい。
　今年も岩里病院は患者さんの病気の回復を願いつつ
24時間 365 日休むことなく救急の受け入れと診療
を続けます。暖かい春の訪れを待ちながら・・・・・。


