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 8 月 8 日病院内におかれているありがとうメッセージポストを開扉しました。やっと文字が書け

るようになったお子さんから高齢者の皆様まで沢山の感謝のメッセージが寄せられていました。

献身的な医師･職員ヘの感謝の気持ちがしたためられていました。先生個人あてのメッセージは直

接先生方にお渡しするとともに会報に掲載させていただきました。また数回に分けて、院内にも

掲示いたします。なお氏名はお子様は実名で、成人はイニシャルで、原文のままで掲載しました。 

 

❤ひふかのせんせえをこまらせた 

 てがちょとだけどなおしてくれてありがとう             

かない ゆき 

   

❤小児科の先生ありがとう   田中 あんじゅ 

 

❤大町病院のかんごしのひとへ 

 いつもかんじゃさんにやさしくしてていいとお

もいます。このびょういん大すき  山本 あつこ 

                                   

❤いつもありがとうございます。   りこ 

                        

❤風邪をなおしてくれてありがとうございます。           

わたなべ りこ 

 

❤病気を治していただきありがとうございます！

おかげで元気になりました。ありがとうござい

ました。   Ｉ.Ｍ 

    

❤いつも病気をなおしてくださりありがとうござ

います。   Ⅰ.Ｍ 
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❤いつもありがとう。    一木 優真 

                          

❤大町病院 大すき   山本 なつこ 

 

❤ありがとう   わだみれい 

                          

❤いつもたすけてくれてありがとう なおき 

                     

❤いつも入院している人をたすけてくれてありが

とうございます。   I.Ｍ 

 

❤ありがとう   さつき先生へ るみ先生 ありが

とう   立川 なお 

                         

❤おとうとがけがをしてれんらくをしたらすぐう

けいれてくれてありがとう   ゆら（おとうと

のあね） 

 

❤若いスタッフに感謝です。よろしくお願いしま

す。      

 

❤食事がとてもおいしく入院生活が楽しく送れま

した。 

 脳外（科）の先生が来てくれたので助かりまし

た。良い先生でありがたいです。 

 売店近くにある休憩室は壁の絵に家族はホッと

しました。急患だったのでどきどきしていまし

たので。 

❤苦しさに たどり着いたの びょういんへ 

 皆さんの優しさ感謝 忘れない さようなら 

後を振り向き 有難う（病院に手を合せ帰りま

す）   Ｍ．Ｔ                    

 

❤旅行で松川村に来ました。時間外で指のけがを

手当てして頂きました。本当に助かりました。

ここ時間外でみて頂ける病院があるということ

は大北地域に安心して旅行に来れる必要条件だ

と思いました。   Ｍ．Ｔ 

                      

❤おいそがしい中みていただきありがとうござい

ます。先生やめないでください。   Ｎ．Ｆ 

 

❤先生へ 

 いつもおせわになっております。インフルエン

ザ等をみてもらいすぐになおすことができまし

たこれからもがんばってください。  Ｆ．Ｃ 

 

❤皮膚科松本先生へ 

 お忙しい中子供のことを思って時間外にもかか

わらず診て頂き本当にありがとうございました。

これからも宜しくお願いします。   Ｒ．Ｆ 

 

❤3月 15日（土）夕方スライサーで手の指を切っ

てしまい、当番医に電話したところ、断られて

しまい、一か八かで大町病院にＴＥＬ。快く受

け入れてくださいました。内科の五味先生と看

護師さん 2 名、本当に良くして下さって感謝し

ています。ありがとうございました。   Ｅ 

５/１７大町病院祭 
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❤伊藤先生、篠根先生、3 階東病棟の看護師の皆

様、３０７号室で同室だった皆様、たいへんお世

話になりました。ありがとうございました。精神

的にも肉体的にも辛かったのですが、病棟は穏や

かな雰囲気で、皆様もとても優しく接してくださ

り、どれだけ気持ちが救われたかわかりません。

大町病院に転院してきて、本当に良かったです。

心より感謝申し上げます。   Ｅ．Ｆ 

 

❤伊藤先生へ足が動いて歩けます。先生ありがと 

うございました。   Ｋ．Ｗ 

 

❤整形外科の篠根先生 

 先のことを考えてとしっかりした説明をありが

とうございました。素人では全くわからない事

だらけで不安でしたが、とても安心できました。 

 

❤整形外科 伊藤先生 篠根先生 

骨折という大怪我は初めての経験で、動転しな

がら入院したのですが、「しっかり療養に専念す

るように」とのご指導に、心底から納得して回

復に専念しています。また、伊藤先生の、「入院

を機に悪いところを全部治しましょう」とのご

助言で、血糖値対策にも本気で取り組んでいま

す。本当にありがとうございました。   Ｕ 

 

❤3階東病棟の皆様 

 生まれて初めての入院生活でしたが、ナースス

テーションの皆様には、優しく声をかけていた

だき、きめ細かなお心遣いにより、何一つ不自

由なく過ごすことができました。皆様の明るい

笑顔のお励ましで思ったよりも早い退院の日を

迎えることがたでき。感謝の気持ちでいっぱい

です。ありがとうございました。   Ｕ 

 

❤リハビリ室 太田さんはじめスタッフの皆様 

 手術までの 1 週間に見る見る痩せ衰えた脚の筋

肉に絶望しておりましたが、術後、リハビリで

優しくも厳しいお励ましでやる気を起こし、何

とか気も体力も回復しつつあります。自主リハ

ビリのやり方まで詳しくご指導いただいたこと

に、心よりお礼申し上げます。ありがとうござ

いました。   Ｕ                       

 

❤乳腺外来 小池先生 

 ていねいに診ていただきありがとうございまし

た。１２ヶ月後の金曜日にまた受診します。（でき

れば先生のお時間のある日に！？）よろしくおね

がいします。   Ｋ．Ｎ 

 

❤新津先生はおとしよりにもかぞくにもやさしい

のでほっとします。いつもありがとうございます。 

 

❤母が口腔外科に受診しました。耳が遠いです。 

 先生が、マスクを外し、耳元で大きな声で話し

ていただけました。又、看護師さんが、一段高い

声で話していただき母が喜んでいました。私はそ

ばにいて、すごい先生だと思いました。その他、

５/１０プランター花植作業 

８月 花壇のやまゆり 
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今日はすべて、すごかったです。駐車場も満杯で

したが、係の人が、空いている所をすぐ探した事。

受付の人の対応と、すばらしい日でした。 

 

❤青木先生へ 

 長い間ありがとうございました。おかげで、タ

バコもやめることができました。   Ｋ．Ａ 

 

❤心優しい青木先生とスタッフの皆様 

 思いやりに感動と感謝です。お陰様で退院でき

ます。この経験は心の宝物として生涯大切にし

たいと思います。皆様ありがとうございました。

平成２６年１０月２８日    Ｓ．Ｙ 

 

❤いつもではないけどせんせいがくわしくみてく

れてありがとうございます。青木先生  Ｋ．Ｍ 

 

❤斉藤先生、看護師、また諸々のスタッフの皆様

方お世話になりました。 

 ここの病院で治療をしていただけた事は、自分

にとって都合が良く、とてもありがたかった

です。 

 無事、退院の運びとなりました。皆様方に

は、心より感謝いたします。ほんとうにあり  

がとうございました。   Ｙ．Ｓ 

 

❤深松先生、一日も早くご回復なさることを

祈ってます。 

 大変お世話になり、大北産科医療を牽引し

た功績を讃えてください、市、県職の方々。 

大町市 ３０代 女 

 

❤いまはもう、この大町病院では出産できません

が、私は、この大町病院でうまれました。これ

らも、あたらしい命が生まれますように。  Ｍ            

 

 

 

❤いまはもう、この大町びょういんでしゅっさ

んできませんが、でもわたしたちは大町びょう

いんでうまれました。これからもあたらしいい

のちがうまれるようにねがっています。 

Ｍ．Ｎ 

 

 

4/23 副知事への要請 

７月 花壇のアジサイの花 

９/1 南棟「さくら」完成 
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地引網に小魚たくさん  
史跡探訪、魚をから揚げ、かき氷、ゲームを楽しむ 

職員家族・守る会交流会第２弾多彩に 

 

8 月 9 日（日）午前 9 時～正午過ぎまで木崎湖畔において地引網と史跡探索の交流会を開催しま

した。約 50 人が参加し、楽しいひと時を過ごしました。地引網には大きな鯉３匹とブラックバス、

ブルーギルなどの小魚数十匹が入り子どもたちは大喜びでした。史跡探訪では市文化財センター

島田哲所長が案内をし、森城跡と仁科氏、武田氏の歴史について説明をしていただきました。交

流会では賞品なども用意され、ジャンケンゲーム、鬼ごっこやスイカ割等で交流しました。その

後取った魚をから揚げにし、豚汁とおにぎりで昼食交流をしました。この日は大変暑い日でした

が守る会の柳沢幹事が提供してくれた、かき氷が大人気で入れ替わり立ち替わりお代わりし暑さ

をしのぎました。閉会後それぞれボート乗り、釣り、水浴へと家族ごとに向かいました。 
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盛夏早朝、病院花壇の草取りに汗をかく 
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 8 月 23 日（日）、暑さしのげる早朝 6 時

30 分～8 時まで、会員 20 名が集まり病院花

壇の草取り、草刈りと南棟「さくら」入り

口の空地へ花の植栽をしました。 

この日は個人会員の牛越徹市長はじめ神

社市議会議員、栗林市議会議員、団体会員

で病院祭などでお世話になっている、（株）

八坂高原社長の吉沢さん、信濃大町漬物や

曽根原会長・豊田さん、奥原病院労組委員

長、れんげ福祉会銀松苑藤巻理事長、様々な行事に積極的に参加運営していただいている中島幹

事、山口さんら守る会会員が集まり、北村会長の主催者挨拶、牛越市長(会員)の挨拶の後作業に移

りました。草刈り機で草を手際よく刈る人、ねじり鎌で草を取る人等で花壇は綺麗になりました。 

除草の後、南棟「さくら」玄関わきに会員から送られた青色フジバカマ、センダイハギ（紫）と

ホウキギを植え、駐車場入口には紅葉が美しくなる木 2 本を植樹しました。寄付していただいた

会員の皆さんありがとうございました。大切に育てます。記念に参加者全員で写真を撮りました。 
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祭りだわっしょい！！若さが爆発 やまびこ祭りに応援で参加 

 

 

やまびこ祭りが 8 月 1 日 (土)大町市街

地で華やかに開催され大町病院連も参加

しました。好天に恵まれ青木副院長先生

のプラカードを先頭に井上院長先生や南

先生など 50 名が参加し「やまびこ音頭」

と「やまびこサンバ」を踊り夏祭りを楽

しみました。出発前には病院隣りの高見

町公民館で結団式が行われ、出発にあた

っての腹ごしらえと景気づけが行われ、

意志統一の後、元気いっぱいにまちへ繰り出しました。守る会も桃太郎旗を掲げ 4 名が連を応援し

ました。 

守る会へのご意見、提案募集 

大町病院と地域医療を守るための守る会へのご意見、提案、激励のメッセージを募集します。200

字程度にまとめふるってご参加ください。送り先は大町市大町 3130 番地 大町病院内「大町病院を

守る会」会長 北村喜男まで。 

 

会費納入ありがとうございました。 松田冨子さん 

 

今後の日程・・・参加ください 
10 月 4 日（日）9 時半から： キノコ狩り・キノコ鍋、遊びで交流会（がったまつりと合流） 

10 月 24 日（土）9 時から 11 時まで： 病院庭木剪定とプランター片附け、草取り作業 

集合はいずれも病院玄関前です。問い合わせは事務局 高橋まで 090-4054-2747 

 


