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さくら診報 
  For Others 

 

平成 24年 6月 1日 発行 第 102号 

 

 『東京スカイツリー』が５月２２日に開業しました。高さ６３４ｍの世界一高い電

波塔です。地上デジタル向け電波は来年１月からのようですが、かなり強力な電波ら

しく周辺住民への健康被害を心配する声があります。電波は、携帯電話やテレビのリ

モコンなど生活になくてはならない物ですが健康に影響がなければと思います。 

 

 

 

❤練馬区国民健康保険 特定健康診査について 

 対象の方に『受診券などの書類』が送られてきます。受診する際には、それら

の書類とともに『保険証』を必ずお持ち下さるようお願いします。 

 ※保険証を忘れた場合、受診することができません。 

 

❤桜台在宅介護支援センターより『よりあいひろば』についてのお知らせ 

 今月は以下の通り行う予定です。（全て予約は不要です。） 

 

テーマ：『いざ！という時の災害に備えて』 

３・１１の大震災から 1年３か月が経ちました。 

地震の備えなど防災対策についてもう一度確認しておきましょう。 

講 師：練馬区 危機管理室 震災対策担当課の方々 

 日 時：平成２４年６月１４日（木） 午後２時～３時３０分 

 場 所：ミレニアム桜台（桜台２－１－１３） 

  

 テーマ：『オレオレ詐欺に気をつけろ！！』 

  私は大丈夫！！と思っていませんか？ 

  練馬区は２３区の中でも振り込め詐欺の多いところです！過信は禁物！！ 

講 師：警視庁練馬警察署 生活安全課 防犯係 係長 椋澤信雄警部補 

 日 時：平成２４年６月２０日（水） 午後２時～３時３０分 

 場 所：桜台地区区民館（桜台３－３９－１７） 

 

 お誘い合わせの上、ご参加下さい。 

 お問い合わせ：桜台在宅介護支援センター ０３－５９４６－２３１１ 

お知らせ 
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こんにちは☀ミレニアム桜台の通所リハビリテーションです。 

さくら診報への掲載第四回目の今回は『防災』についてお話しいたします。 

「天災は忘れた頃にやってくる」と良く言われますが、暴風・豪雨・豪雪・洪水・

高潮・地震・津波・噴火などの自然災害はいつ起こるか分かりません。 

また火事や交通事故などの人災も、いつ・どこで・どのような形で発生するか予測不

可能です。 

大震災以降も異常気象による自然災害が頻発して

おります。いつ何が起こるか分からないからこそ、私

たち一人ひとりが『防災』ということに関心を持ち、

いざという時に適切な行動が取れるように日頃から

準備をしておくことが大切です。 

老健入所・ショートステイ・通所リハビリテーショ

ンのご利用者様ご家族様、またさくら診報を読んで下

さっている皆様は、施設やクリニックの防災対策がど

のように行われているか気になることと思います。 

法人内部に防災委員会を設置しておりますので、各

部署の代表者が集まって定期的な会議や合同で訓練

を行っています。その結果、マニュアルが見直され現

場に周知されます。このような地道な積み重ねにより

災害発生時の対応策が決まっていきます。 

 さて先日、5月 16日（水）午後 1時 30分にミレニ

アム桜台 1階フロアにて防災訓練を実施しました。 

年数回、夜間帯を想定した訓練を行っておりますが、今回は日中に大地震が発生し

てそれに伴い厨房より火災が発生するという想定です。 

地下 1階の厨房では初期消火活動、1階フロアでは通所リハビリテーションご利用

者様を施設玄関まで避難誘導、安否確認を実施しながらご利用者様全員に『防災用緊

急カード』を首にかける等、マニュアルに沿って行動しました。 

皆様の協力を得て無事に訓練を終えることができました。終了後、「こういうこと

はやっぱり大事だね」「参加できて良かった」などとおっしゃっていました。 

職員も訓練をして改めて気付いたことや感じたことがいろいろあったと思います。

私自身も万一に備えてしっかりと対応できるように意識しておかないといけないと

実感しました。今後も訓練を定期的に行い『防災』に努めてまいりますので、ご協力

よろしくお願い申し上げます。 

 

               介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

                通所リハビリテーション 福中 彩人 

通所リハビリテーション便り 
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１． 見守り訪問 （申し込み先：桜台支所 5946-2311） 

                  

                 

 

              

 

＊ 週 1回区に登録したボランティアさんが、玄関先で区役所からのお

便りをお持ちして、安否確認を行います。 

２．福祉用具をお貸しいたします 

（貸出先：桜台支所 5946-2311） 

 介護保険を申請していない方も、お貸しできます！！お気軽にご利用

ください！ 

 福祉用具の種類  車いす・お風呂の椅子・滑り止めマット等 

 費用       無料 

 期間       1～2週間程度 

            

            

 

 

 

 

 

今は、元気にしているけど、1人暮

らしだから、何かあったらと不安に

なる時があるのよね～ 

見守り訪問に申込んでみよう！！ 

 

お墓参りに行くのにちょっと自

信がないなぁ～ 

子供たちと買い物に行きたいけ

ど、長く歩くのが不安・・・ 

桜台支所に借りに行こう！！ 

練馬高齢者相談センター 桜台支所 便り 
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6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金 中村 中内(幹) 中村  岩田 16土 中内(や) 石神    

2土 中内(や) 石神    17日       

3日       18月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

4月 中村 中内(幹) 中村  岩田 19火 小島  高橋 大池  廣田 

5火 小島  高橋 大池  廣田 20水 中村 中内(や) 中村  宮田 

6水 中村 中内(幹) 中村  宮田 21木 阿古  秋津 中内(や)  

7木 阿古  秋津 中内(や)  22金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

8金 中村 中内(幹) 中村  岩田 23土 中村 石神     

9土 中村 須藤     24日       

10日       25月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

11月 中村 中内(幹) 中村  岩田 26火 秋下  高橋 大池  高橋 

12火 秋下  廣田 大池  高橋 27水 中村 中内(や) 中村  宮田 

13水 中村 中内(や) 中村  宮田 28木 阿古  秋津 中内(や)  

14木 阿古  秋津 中内(や)  29金 代診 中内(幹) 代診  岩田 

15金 中村 中内(幹) 中村  岩田 30土 中内(や) 石神    

平成 24年 5月 31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】 

皆様は、金環日食はご覧になられたでしょうか？自分は残念な

がら見られませんでした。今月の６日の日中には、金星が太陽の

中をゆっくり移動する黒い点になってみえる「金星の太陽面通

過」が８年ぶりに観測され、再び日食観察グラスの活用機会があ

りそうです。                               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/ 


