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剪定作業と花壇の草取りをしました 
ロータリーの松もきれいに 

 

              牛越徹市長を中心に記念写真撮影 

 

10 月 8 日午前 8 時から大町病院の花壇と庭木の手入れをしました。 
剪定では玄関西側のハナミズキときんもくせい、アジサイの枝を大胆に整枝し、すっきりしました。

花壇では草取りが行われ、菊花など咲いている花を残し整備しました。ロータリーの松の木の剪定

は栗林学さんが翌 9 日にボランティアで行ってくれました。またこの夏、市民や患者の目を楽しま

せてくれたペチュニアの花を植えたプランターも片付けました。夏場の水くれには平日は職員の皆

さん、土日は若林茂男さんと事務局が交代で当たりました。この剪定作業には、忙しい中、牛越徹

市長と太田久彦副院長はじめ多くの職員の皆さんが参加されました。 
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花壇・庭整備に参加された皆さん（順不同・敬称略） 

勝野健一 西澤千文 黒岩良介 井出好美 中島節子 古川孝雄 牛越徹 高野隆子 小林由美枝 

牧瀬明美 海川明文 小林昴平 奥原喜義 清水あさひ 柳澤英幸 相澤文人 若林茂男 渋田見

博 太田久彦 松下直生 江津一二三 志賀一夫 北村喜男 高橋博久 
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がった祭り・キノコ狩りで交流 
10 月 8 日、晴天に恵まれて大町市郊外で開催されているがった祭りに合流し、キノコ狩り交流会を

開催しました。北村喜男守る会会長のあいさつに続き海川明文実行委員長のあいさつと注意事項の

後、大黒町有林へ 3 班に分かれはいりました。今年は天候不順のためキノコは出ていないといわれ

ていたところでしたが、1 時間余りの散策で

結構たくさんのキノコを採取しました。判定

は飯島八郎県キノコ衛生指導員が見本を展

示しながら解説と判定をしてくれました。そ

の後、がった祭りと合流しトン汁や焼き立て

パン、ニジマスの塩焼きなどに舌鼓を打ちま

した。子供たちは手造りの遊具で自由に遊び

まわっていました。 
  ナラタケ別名トッコモトアシ↴ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

参加された皆さん（順不同・敬称略） 

勝野健一 川上晴夫 西澤千文 郷津一二三  

高野隆子 齋藤絹代 牧瀬明美  松下直生 牧瀬柑太 牧瀬笙太 牧瀬泰子 西沢美穂  

海川明文 柳澤英幸 相澤文人 若林茂男 渋田見博 高橋博久 北村喜男 
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イルミネーション設営終わる 
点灯式は 12 月 4 日午後 6 時～ 

11 月 12 日午前 9 時から 11 時半まで、高所作業車をお借りしイルミネーションの設営が行われま

した。駐車場にそびえたつ 20m を超えるモミの木に十日会と守る会役員 13 人が寒い中作業に当た

りました。今年は新たにコントローラーとラインを増やし豪華にしました。4 日に行われる点灯式

が楽しみです。 

点灯式のあと医師・職員が演奏 
コンサートに皆さんお出かけください 

 
点灯式が終了後、6 時 20 分より南棟「さくら」講堂で

コンサートが行われます。出演は次の皆さんです。 
M．T．Boys＆Girls(検査室職員)…ハンドベル 

 ・「喜びの歌」 

              ・「きよしこの夜」 

              ・「恋」 
鳥居旬先生…ピアノ 

・「幻想 さくら さくら」・平井康三郎作曲 
 

五味志文先生…ピアノ 
 ・「渚のアデリーヌ」ポール・ドゥ・センヌヴィル作曲 
・「マイウェイ」 
クロード・フランソワ、ジャック・ルヴオー作曲 

 

 

オカリ～ナ ポポロ 

・星に願いを（ディズニー映画「ピノキオ」より）リー・ハーライン作曲 
・ハイホー（ディズニー映画「白雪姫」より） フランク・チャーチル作曲 
・ジュピター （組曲「惑星」より）   グスターヴ・ホルスト作曲 
・いつくしみ深き（讃美歌３１２番） 原曲チャールズ・コンヴァ―ス作曲 
・ふたたび（ジブリ映画「千と千尋の神隠し」より）  久石 譲作曲 
・見上げてごらん夜の星を  いずみ たく作曲 
・モルダウ （交響詩「我が祖国」より） 
 

         全員合唱 ふるさと 
 

（その他衝中の演奏家あり） 
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外来業務の直営化について    ー大町病院よりー 
外来の受付や会計などの業務については、平成 14 年頃から外部委託を行ってきましたが、

11 月から病院職員が行う体制に移行しました。 
収益の要である外来業務は、委託業者において、しっかりと担っていただきましたが、病

院職員が直接関わることができず、その知識や経験は、病院内で育成、共有することが難し

い状況にあり、過去から直営化について検討してきた経過があります。 
この直営化により、そのノウハウが病院内に蓄積され、人材育成や職員体制の強化が図ら

れることとなり、経費削減にも貢献することとなります。 
サービスの後退を招かないよう、細心の注意を払っていきますので、ご理解賜りますよう

お願いいたします。 
 
 注：現在、事務部門の係長職以上の 8 人が午前 8 時～8 時 30 分まで受け付け・案内業務に交代で

当たっています。毎日 10 人前後の市民にサービスを提供しています。この勤務はフレックスタイム

を導入し超勤手当はつきません。病院の経営改革は少しずつ動き出しているようです。（守る会調べ）。 

病院、足のトリートメントで安らぎのひとときを       
大町病院では毎週月曜日午前 9 時～午後 1 時、診察の待合時間に合

わせ、来院患者・家族・子育ての母親の皆さんの足裏のトリートメン

ト（マッサージ）を行っています。病院祭などでも人気のブースとな

っており、8 年前から職員の持つ特技や特性を活用し病院がよくなる

ことは進めようとの呼びかけで始まりました。担当する松島明子さん

は「リラックスして健康状態や大事な健康シグナルを話してくれる。

そのことによってストレスの解消と医療への連携ができる。」と語って

います。一日、多い時で 15・6 人、少ない時でも 5・6 人が受けてい

るとのことです。1 人当たり 10 分～15 分でできます。料金は無料で

す。この機会に受けてみたらいかがでしょうか。                           

場所は 1 階の外科北隣、一番奥にあります。          トリートメント担当の松島さん 
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玄関に葉牡丹の鉢植えが並ぶ 
紅白の葉牡丹 3 組が玄関に飾られました。このうち 2 組は正面玄関に、1 組は南棟「さくら」入

口にあります。守る会が 7 月末に種をまき育ててきたものです。殺風景になる冬を彩ります。市民・

患者の皆さまの癒しとなれば幸せです。 
  

お知らせ 

雪上交流会は来年 1 月 28 日（日）に 
今年度の雪上交流会を来年 1 月 28 日（日）、大町市郊外中山高原「農園カフェラビット」を中心にイ

ンストラクターをぐるったネットワーク「北アルプスネイチャーガイド」にお願いし開催します。 

そり滑り、雪上トレッキング、宝探し、そり引きゲーム、じゃんけんゲームなど面白い企画がいっぱい。 

昼食はジビエカレー？今から予定してくださいね。 

 

おばあさんの一口知識 

大北地方でも干し柿づくりが盛んです。渋柿の皮をむいて紐につるして乾燥させます。冬に炬燵

に当たって食べるのが風物となっていました。近頃は手間がかかり、他に美味しいお菓子類が出回

りあまり食べなくなりました。作る時のコツは皮をむいてひもにつるし、干す前に鍋に熱湯を沸か

し、10 秒浸け引き上げてつるします。煮沸消毒で雑菌をなくします。10秒を過ぎますと糖度が落ち

ます。 

乾燥中には数回干し柿を手もみします。程よく乾燥した干し柿を段ボール箱に敷いた稲わらの中に

寝かせておくと真白い粉が全体に吹きます。 

会費の納入は 

※未納会員の方・・・会費納入は封筒に住所、氏名を記入の上、大町病院 1 階医事課または 2 階総

務課にお預けください。守る会へ届きます。年会費は 1口 1000 円です。 

（問い合わせは高橋事務局次長携帯電話 090-4054-2747まで） 



 大町病院を守る会主催 

第 2 回イルミネーション・コンサート 

日 時 ：点 灯 12 月 4 日(月)18 時～ 

：コンサート 同 日 18 時 20 分～  
会 場 ：病院のモミの木の下から南棟「さくら」 

   

 

イルミネーションを参加者みんなのカウントダウンに合わせ 
病院駐車場南側にある 20 メートルのモミの木のまわりで点灯式を

行います。 
終了後直ちに南棟「さくら」でイルミネーション・コンサートを

開きます。4 組の病院医師、職員、市民が楽器演奏します。 
誘い合って大勢の職員、会員、市民、皆さんの参加をお願いします。 

 
 M．T．Boys＆Girls(検査室職員)…ハンドベル 
・「喜びの歌」 

  ・「きよしこの夜」 

   ・「恋」 
鳥居旬先生…ピアノ 

・「幻想曲 さくら さくら」・平井康三郎作曲 
           五味志文先生…ピアノ 
            ・「渚のアデリーヌ」・ポール・ドゥ・センヌヴィル作曲 

・クロード・フランソワ   
・「マイウェイ」             作曲   

                     ・ジャック・ルヴオー 
オカリ～ナ ポポロ 

・星に願いを（ディズニー映画「ピノキオ」より）リー・ハーライン作曲 
・ハイホー（ディズニー映画「白雪姫」より） フランク・チャーチル作曲 
・ジュピター （組曲「惑星」より）   グスターヴ・ホルスト作曲 
・いつくしみ深き（讃美歌３１２番） 原曲チャールズ・コンヴァ―ス作曲 
・ふたたび（ジブリ映画「千と千尋の神隠し」より）  久石 譲作曲 
・見上げてごらん夜の星を  いずみ たく作曲 
・モルダウ （交響詩「我が祖国」より） 

       全員合唱 ふるさと 

19 時 30分終了予定  入場無料 
（問い合わせは守る会髙橋次長迄 090-4054-2747） 
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