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みなさまのミタクリは 12 年目に入りました。いつもありがとうございます。気がつけば、季節は晩秋
へ・・・ついこの間まで「暑い、暑い」と言ってたのに、もう「朝夕は寒くなりました」が挨拶ですね。
ミタクリ記念日のこの時期は、二十四節気の霜降（そうこう）
、しかもその末候
にあたります。
「楓（もみじ）蔦（つた）黄ばむ」次第に街は色づいてきました。
紅葉、あるいは黄葉とも呼ばれます。
「このたびは 幣（ぬさ）もとりあへず手
向山 もみじの錦 神のまにまに」菅原道真が宇多上皇の旅にお供したときの
歌ですが、八百万（やおよろず）の神々が万物に宿るといわれるこの国、神に
《京阪電車 HP より もみじのトンネル》

立てておられることでしょう。ただ例
【ニュース】

捧げようと思うほど色とりどりのもみじはそれほどうつくしいわけですね。
っかく満開を迎えた桜の花が、月曜日（4
日）の雨で散ってしまうのでは？と
３． インフルエンザワクチンの接種が始まりました

心配されましたが、大丈夫でした。今日もそこかしこの花の下で歓声が上がっ
実施：平成 30 年 10 月 22 日（月）～平成 31 年 3 月末
年ですが天候は不安定、クリニックで
１．診療日の変更をお知らせします。
ています。ゆっくりと花を眺めることができるのは何年ぶりかなあ。日本は四
（助成期間は平成 31 年 1 月末まで）
も先月末から気温の乱高下で体調を崩
今月の休診・診察医の変更はありません。
季の移ろいが特徴ですので、気温や気圧の変化による体調の変調に悩まされる
当院での費用（自己負担額）は次のとおりです。
す方が多かったですね。そうはいって
尚、年末年始は 12 月２８（金）午前まで、２９日
ことが多いようです。しかし、うつくしい景色に出会いますと、しみじみとし
１）堺市在住の 65 歳以上の方（接種日時点）
も、何日かはカラッと晴れて欲しいで
（土）から 1 月 4 日（金）までお休みとさせてい
た情感に浸ることができます。進学、就職それぞれの門出、しっかり歩んでい
自己負担額 1,500 円
す。それって「五月晴れ（さつき
ば
ただきます。よろしくお願いします。
きましょう。
２）13 歳から 64 歳以下の方および堺市外の 65 才以上
れ）
」？いえ、その表現、本来は旧暦の
２．川柳コーナー さすがにこの話題でした！
月を迎えました。毎年のことですが、1
の方 → 接種回数月、2
1 回 月と寒い季節を耐え、さあこれ
自己負担額 3,500 円
五月、新暦では梅雨の合間の晴れ間を
危機管理 いつものパターン 想定外 （わかる）
から暖かくなるなあという雰囲気ですが、実は、気温はゆっくりと上がってい
３）3 歳から 13 歳未満の方 → 接種回数 2 回
指しますが、もはや誤用が定着してし
西の方の事だと言って懇親会
くのではなく、厳しい寒暖の差を経ながら「そういえば春」という感じになっ
1 回目、2 回目ともに 3,500 円
まいましたね。
一方、五月雨（さみだれ）
風水害 都会の人にはピンと来ず
ていくんですね。今日は
3 月 11 日、東日本大震災から
5 年です。個人の防災
なお対象の方で、
市民税非課税の方は自己負担金が免除で
は、現在も梅雨を指すことばとして理
対策を見直し、原子力の問題を改めて考える日ですね。今年の桜の開花予想は
す（介護保険料納入通知書を窓口にご提示ください）。
【ミタクリ随筆 「勉強、好き？」
】
解されています。日本語、難しいなあ。
23 日〜25 日。縮んでいたこころを、そろそろ開放してゆきましょう。
皆さんは、
「勉強しいや！」を学校やお家で何回言われてきましたか。そして、子どもさんたち
4．10 月 21 日に乳がん検査を受けられる医療施設
っかく満開を迎えた桜の花が、月曜日
に何回言ってますか。そもそも、勉強って何のためにするのでしょうか。刻苦勉励（こっくべん
清恵会病院・馬場記念病院・田仲北野田病院の 3 カ所です。
（4 日）
の雨で散ってしまうのでは？と
れい）という言葉があるように、とかく勉強にはすごく苦労して・・・というイメージがつきま
心配されましたが、大丈夫でした。
今日
といます。本当でしょうか。私は、就学期の方が来られると、
「勉強好き？」ってよく聞きます。
もそこかしこの花の下で歓声が上がっ
。うーん、勉強を嫌いにさせたらあかんねんけどなあ。
（ルイ・アラゴン） 判でついたように、返事は「きら～い」
B「えー！そんなんでええの？やっぱり話して、ここをこ
ています。ゆっくりと花を眺めること
私たちには、生きていく上で、普通に毎日学びがあります。なんでこうなるんやろう？、本当
私たちには、普通に毎日学びがあります。なんでこうなるんやろう？本当はどうなってるんやろう？中学や高校で学
うして欲しいとかはっきり言うべきちゃうん？」
ができるのは何年ぶりかなあ。日本は
のところはどうなってるんやろう？って思いませんか。中学や高校で学んだことが直接生活に役
んだことが直接生活に役立つことは少ないですが、
「考える→調べる→身につける」ことで豊かな日々を送ることがで
その時はどっちもおもしろいなと思って聞いていました
四季の移ろいが特徴ですので、気温や
立つことは少ないかも知れませんが、
「考える→調べる→身につける」ことで豊かな日々を送るこ
きます。そう、勉強をするということは、幅広い知識を身につけるだけではなく、
「自分の考え」を作りあげることにあ
が、最近娘とカラオケにいって衝撃的な歌を聞きました。
気圧の変化による体調の変調に悩まさ
とができます。そう、勉強をするということは、単に幅広い知識を身につけるだけではなく、
「自
ります。ストレス軽減はいろんな角度からものがみれること、に尽きます。ですから「ぼくの考え、わたしの考え」を
曲名“トリセツ”
・・♪この度は こんな私を選んでくれて
れることが多いようです。
しかし、うつ
分の考え」を作りあげることにあります。ストレス軽減は、いろんな角度からものがみれること、
培ってないと、
「考え」ではなく「気分・感情」で簡単に揺さぶられてしまいます。ある有名なゲームのプログラマーの
どうもありがとう ご使用の前にこの取扱説明書をよく読
くしい景色に出会いますと、しみじみ
ですから「ぼくの考え、わたしの考え」を勉強で培ってないと、
「考え」ではなく「気分・感情」
方は「勉強した人はゲームの世界に取り込めない。ゲームは気分・感情に働きかけて制作するから」とおっしゃってま
んで ずっと正しく優しく扱ってね 一点物につき返品交
とした情感に浸ることができます。進
で簡単に揺さぶられてしまいます。ある有名なゲームのプログラマーの方は、
「勉強した人はゲー
した。彼らは、徹底的に心理学を学ぶそうです。どうしたら楽しめるか？は、すべて気分・感情ベースなんですね。
換は受け付けません ご了承ください
学、
就職それぞれの門出、
しっかり歩ん
ムの世界に取り込めない。ゲームは気分・感情に働きかけて制作しているから」とおっしゃって
勉強は人生を楽しくするはずですが、残念ながら現実は「競争」の材料になってます。そもそも試験は「答えのある
「急に不機嫌になることがあります」「定期的に誉めると
でいきましょう。
ました。彼らは、徹底的に心理学を学んでいるとのこと、どうしたら楽しめるか？は、すべて気
世界で、いち早くそこにたどり着く」能力を競うものです。単にそれだけなんですね。点数がとれることは必要かも知
長持ちします」
「爪がキレイとか 小さな変化にも気づいてあ
月を迎えました。毎年のことですが、1
分・感情ベースなんですね。ては消え、遂に午後 4 時過ぎに停電となりました。ほとんど眠れぬ夜を
れません。でも本当の勉強は、楽しく「なるほどなあ」を実感することです。目標を見失いそうになったとき、ルイ・
げましょう」
「でも太ったとか 余計なことは気付かなくてい
月、
2 月と寒い季節を耐え、
さあこれか
過ごし、朝
7 時クリニックに駆けつけるとまだ停電・・
「あかん」すぐスタッフに連絡を入れ、患者さ
アラゴンの詩に出会いました。
「教えるとは希望を語ること、学ぶとは誠実を心に刻みつけること」
「ぼくは、わたし
い」「ずっと大切にしてね 永久保証の私だから」
・・♪
ら暖かくなるなあという雰囲気で
す
んへの連絡をはじめました。電子カルテは使えず、処方箋も打ち出せず、電話も不通、！と連絡が入
は、勉強が好き！」胸を張って子どもたちが言える社会をつくっていきたいです。勉強の本来の意味を語って・・・
こんな歌詞ですよ！！自分の取扱説明書を可愛らしいア
が、実は、気温はゆっくりと上がってい
りました。お手伝いも危険で、緊張感が募ります。その頃からクリニックの電気が消えては
イドルが歌っています・・これですよ！これ！昔さだまさし
くのではなく、厳しい寒暖の差を経な
点き、点いては消え、遂に午後 4 時過ぎに停電となりました。ほとんど眠れぬ夜を過ごし、
の関白宣言という歌がありましたがその反対！！でもこれ

【ヤギの由無し事（よしなしごと）

米本千春】

みなさんのお誕生日は何月何日ですか？ この 11 月 1 日はミタクリの 11 歳の誕
生日です。その頃みなさんはどうされていたでしょう。私はまだひよっこの呼吸器内
科の医者でした。そんな時にミタクリが産声を上げていたと思うと、なんだか不思議
な気がします。自分自身はミタクリで 1 年ちょっと経っただけですので、これからミ
タクリと、みなさんと、一緒に年齢を重ねていきたいと思います。
11 月 1 日は「犬の日」でもあるそうです。鳴き声の ワン(1) ワン(1) ワン(1) か
らとったとか。私はヤギ以外の動物も好きです。ネコも好きですが、どちらかと言う
とイヌ派です。
［ミタクリ 2018 年 5 月号にヤギのお話あります］
先日、ミタクリの会議で災害の時の話をしました。みなさんからいただいたご意見
をまとめてみるといろいろ気付くことがありました。被災した！
た！

えらいことやっ

またそうでなくても何かみなさんに影響があったのではないでしょうか。ミタ

クリでは停電した 2 日間、電話が通じず、ご迷惑をおかけしました。電気。
。。大事で
すね。電気がなくても何とかなる対応を考えないといけないと思いました。懐かしの
黒電話は電気が止まっても使えます。電話線から少し電気が流れているからです。そ
れで停電でも電話線と電話局が無事なら通話ができます。今どき黒電話！？

売って

るの？ と私は思いましたが、調べてみると今はいろいろあるんですね。
【写真は参考
です。どんな環境で使用できるかなど保証はできかねます…】
また、ご自宅で過ごすために、医療機器を使っている方はヒヤヒヤされたと思い
ます。あの災害の中、道がひどいことになっている中、たくさんの地域のスタッフの
方が動いてくださいました。お一人暮らしで動けない状態の方のお宅には、あの日も
ヘルパーさんが食事を作りに駆けつけてくれていました。酸素を吸う装置の業者さん
は、あちこちのお宅を回り続けてご自宅に帰ったら深夜。その後も呼ばれて奔走され
たそうです。もちろん訪問看護師さんやケアマネージャーさん、その他みなさん、あ
りがとうございました。
個人的にはアウトドアグッズが役に立つかもと思っています。水を入れたら食べ
個人的にはアウトドアグッズが役に立つかもと思っています。水を入れたら食べられる食品、ガスバーナー、ミニ
られる食品、ガスバーナー、ミニライトやヘッドライト、保温シート、携帯トイレほ
ライトやヘッドライト、保温シート、携帯トイレほかいろいろあって、ショップに行くと楽しいです。電気などのラ
かいろいろあって、ショップに行くと楽しいです。電気などのライフラインが途絶え
イフラインが途絶えても、慌てずに済む心づもりをしておきたいものですね。
ても、慌てずに済む心づもりをしておきたいものですね。大好きで・・自然てすごい
なあ♥︎と感動するので今回もワクワクして待っていましたが・・商店街を暴風が吹き

【外来担当医一覧
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荒れ、看板が落ち、アーケードが今にも吹き飛びそうにバタバタしているのをながめ
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な、さいなら」と帰って行かれました笑！東京医大の入試で女子と多浪生に差をつけ
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ているうちに停電。まあすぐに戻るだろうと高をくくっていて帰り道の惨状に驚きま
月
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土
した・・大鳥大社のまわりは木が倒れて通行止めになっているし、信号もついてない
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ものやあっちの方向に向いてるものばかりで・・スタッフの自宅も瓦が飛んできてガ
米 本
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米 本
ラスが割れてけがをしたという報告もありました。
「医学部、女子はなかなか入られへ
巽（訪問診
巽（訪問診
巽（予約）
巽（予約）
巽（予約）
んらしいやんか。これからは巽先生に敬語をつかいます！笑笑」といいながらも「ほ
療）

療）

ていた問題のことです（出身校ではないですよ）
。私たちの時代には小論文はなかった
三 谷
三 谷
三 谷
のですが、確かに面接でひどいことをたくさん言われました。
「女性なのに・・医

者じゃなくて看護婦（当時はそう呼んでいました）になったらどうなの？」
「結婚して子供産むとか考えてんの？」などなど・・いまでいう“圧迫面接”
のような嫌な雰囲気での質問で、当時はムキになって反論した記憶があ

