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さくら診報 
     For Others 

 

平成 23年 3月 1 日 発行 第 87号 

 

 日頃より阿部クリニック、介護老人保健施設ミレニアム桜台などご利用頂きありがとうございま

す。『さくら診報』についてお知らせがございます。来月、新年度を迎えるにあたり内容を変更し

色々な事業所から『さくら診報』に文章を掲載する予定です。 

これからも皆様に喜ばれるような『さくら診報』にしたいと思っています。 

今後も宜しくお願い致します。 

 

☆お知らせ 

 第４回家族介護者教室 

   『認知症サポーター養成講座』 

    講師：矢形介護支援専門員 前田看護師 

    日時：平成２３年３月１２日（土）午前１０時３０分より１２時３０分 

    場所：介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

    ※認知症について一緒に勉強してみませんか？ 

     お問い合わせ先 ミレニアム桜台 ５９４６－５５０８ 

 

 練馬区委託事業 

よりあいひろば事業（第１７回） 

『あなたの健康について』 

 お話：練馬高齢者相談センター 安房 政吉保健師 

    日時：平成２３年３月１５日（火）午後１時３０分より３時まで 

    場所：栄町敬老館 

    ※質問コーナーもあるので、気になることを聞いてみませんか？ 

     お問い合わせ先 桜台在宅介護支援センター ５９４６－２３１１ 

 

よりあいひろば事業（第１８回） 

『折り紙教室』 ～よく回るコマをつくりましょう～ 

 講師：野口さん 矢野さん 

    日時：平成２３年３月１７日（木）午後１時より２時３０分まで 

    場所：介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

    ※予約不要・手ぶらでお越し下さい。 

     お問い合わせ先 桜台在宅介護支援センター ５９４６－２３１１ 

 

  ※参加費はいづれも不要です。 
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桜台訪問看護ステーション便り 
 

 

 年が明けたと思ったら、あっという間に年度末ですね。 

今年度の振り返りや反省をしたり、来年度の抱負を考えたりしながら日々過ごしていますが、皆さ

んは来年度の目標などはありますか？ 

平成 11 年 11 月 1 日ミレニアム桜台と同時に開設された、我が桜台訪問看護ステーションも 12 年

目を迎えています。 

これからも練馬の暑さ、寒さに負けず皆様の元へ訪問していこうと思っています。 

今回は今後のステーションの発展を願いつつ･･･3月の縁起物を選び、調べてみました。 

桃：古くから桃は邪気を祓う力があると考えられている。『古事記』には、「いざなぎのみこと」が

鬼女｢よもつしこめ｣に桃を投げつけ退散させた。という話しがあり、『桃太郎』は桃から生まれた

男児が長じて鬼を退治する民話でもある。 

3 月の桃の節句は桃の加護により女児の健やかな成長を祈る行事

である。 

中国においても同様に、桃は仙木・仙果(神仙に力を与える樹木・

果実の意)と呼ばれ、昔から邪気を祓い不老長寿を与える植物とし

て親しまれています。桃で作られた弓矢を射ることは悪鬼除けの、

桃の枝を畑に挿すことは虫除けのまじないになります。 

桃の実は長寿を示す吉祥図案であり祝い事の際に桃の実をかたど

った餡入りの饅頭を(桃饅頭)食べる習慣があり、中華料理屋で食

べることが出来ます。 

ひな祭り：女の子の健やかな成長を祈る節句の年中行事。その歴

史は長く、いつ頃からひな祭りが存在したのかは判然としないが

平安時代には小さな御所風の御殿｢屋形｣をしつらえて飾ったものとして、貴族子女の雅な『遊び事』

としておこなわれていた。 

初めは儀式的なものでは無くこの｢遊びごと｣から『雛遊び』の名前の由来がある。 

しかし、この時代には川へ紙で作った人形を流す「流し雛」があり、｢上巳の節句(穢れ払い)｣とし

て雛人形は｢災厄除け｣の｢守り雛｣として祀られるようになった。江戸時代に入り、女子の「人形遊

び」と節物の「節句の儀式」が結びつき全国的に飾られるようになる。この、「雛遊び」が節句の

「ひな祭り」へと変化していったのは天正年間以降のことであり、この頃より三月節句の祀りとし

て行うようになる。この時代に飾り物としての古の形式と一生の災厄をこの人形に身代わりさせる

と言う祭礼的な意味合いが強くなり、嫁入り道具のひとつに数えられるように

もなった。その為、自然と華美になり、より贅沢なものへと流れていった。 

鼓草(つづみぐさ)：鼓草はタンポポのことで、茎の両端を裂くと丸く反り返り

鼓のような形になることに由来します。どんな場所でも長い根を張り育つタン

ポポには無病息災の願いが込められています。 

冬が過ぎ、寒さも終わり、春と共に心も開放されるような気分の季節ですね。 

こんな縁起物の意味を味わいつつ、春の到来を待つ・・・今日この頃です。 

今まで、皆さんに愛読していただきました、この訪問看護ステーション便りも来年度より形を変え

る事になりました。これからは、毎月ではなく、たまーに、お便りさせて頂くことになります。少



 3 

リハビリ便り「継続は力？！」 

し寂しい気持ちもありますが、今後とも、このさくら診報と訪問看護ステーション便りを御ひいき

にしてください。 

今までありがとうございました。 

 

    桜台訪問看護ステーション スタッフ一同 

[連絡先]〒176-0002   東京都練馬区桜台 2-1-13 

TEL：03-5946-5520  FAX :03-5946-3785 

 

 

 

 

 

早いものでミレニアムに勤め始めて今年で十年となります。当然リハビリで通われている方とも

長いお付き合いとなりました。そうやってリハビリを続けられている方から「私は良くなってるん

でしょうか」と聞かれることがあります。 

リハビリの記録を見ると以前はそばに見守る人がいないと歩けなかったのが一人で歩けるよう

になったとか、階段が上れるまでに足が動くようになったとか変化はあるのですが、長い時間のう

ちに変化しているのでそういう自覚も無く、むしろだんだん年をとり体力も落ちてきたという気持

ちの方が強くなったのではないしょうか。 

私自身、楽器の個人レッスンを６年ほど受けていますが教則本のページは進んでも上手くなった

とはぜんぜん思えません。 

一定期間筋力トレーニングを続けていた人が半年間運動を休み、また運動を再開したときの運動

能力の変化を調べた研究があります。高齢者ほど休んだ間の 落ち込みが

見られ、休んだ後で運動を再開したときの運動能力の伸びは、 最初に運動

を始めたときの伸び具合よりも劣るということです。やはり 継続は力と

いうことでしょうか。また同じ運動を続けるよりも内容を変 えて行った

方が運動能力は伸びるようで、継続がマンネリにならない工 夫も必要な

ようです。 

というわけで、来月から「さくら診報」も新しく生まれ変わ ります。丸

5年続いた私の連載も今月で終了となりました。つたない文 章でしたが、

時々「読んでますよ」と声をかけて頂くと、とても励みにな りました。

皆様、どうもありがとうございました。 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台  

理学療法士 祖川信雄
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3月診療科目表 

日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 

第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 

1火 小島  高橋 大池  廣田 16水 中村 中内(や) 中村  宮田 

2水 中村 中内(や) 中村  宮田 17木 阿古  土屋 中内(や)  

3木 阿古  土屋 中内(や)  18金 中村 中内(幹) 中内(や) 岩田 

4金 中村 中内(幹) 中村  岩田 19土 中村 石神     

5土 中村 須藤     20日       

6日       21月       

7月 中村   中村  岩田 22火 秋下  高橋 大池  高橋 

8火 秋下  廣田 大池  高橋 23水 中村 中内(や) 中村  宮田 

9水 中村 中内(や) 中村  宮田 24木 阿古  土屋 中内(や)  

10木 阿古  土屋 中内(や)  25金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

11金 中村 中内(幹) 中村  岩田 26土 中内(や) 石神    

12土 中内(や) 石神    27日       

13日       28月 中村   中村  岩田 

14月 中村   中村  岩田 29火 小島  高橋 大池  廣田 

15火 小島  高橋 大池  廣田 30水 中村 中内(や) 中村  宮田 

 31木 神崎  土屋 小島   

平成 23年 2 月 28日作成 

担当医は、学会等の都合により代診・休診の場合があります。 

休診については受付のお知らせをご覧ください。 

 

【編集後記】 

日本では、旧暦 3 月を弥生（やよい）と呼び、現在でも新暦 3 月の

別名としても用いる。弥生の由来は、草木がいよいよ生い茂る月「木

草弥や生ひ月（きくさいやおひづき）」が詰まって「やよひ」となっ

たという説が有力との事です。（ウィキメディアより）最近、春を感

じるようになりましたが、花粉症の方にはつらい時期が来てしまいました。体調に気をつけてお過

ごし下さい。 

                                     柄脇 尚人 

 

編修/発行 医療法人財団 秀行会 阿部クリニック 

[連絡先]〒176-0002 東京都練馬区桜台 2-1-7 

阿部クリニック 広報委員会 

TEL：03-3992-1103 FAX :03-3992-1008 

http://homepage2.nifty.com/abeclinic/ 


