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さくら診報 
For Others 

 

平成 25年 3月 1日 発行 第 111号 

 

 立春も過ぎ、梅祭りの話題も聞かれるようになりました。今年は寒さが厳し

く例年より開花が遅いようで、水戸偕楽園の梅の見頃は、３月上旬のようです。 

さくらが話題になるような暖かな日が来るのが待ち遠しいかぎりです。 

 

❤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。 

『爪の話』 

  講 師：馬籠さとみ 

  日 時：平成２５年３月１９日（火） 

 午後１時～１時４５分 

  場 所：栄町敬老館 

 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 

 

◆花粉症Ｑ＆Ａ（厚生労働省ＨＰより） 

 Ｑ．花粉症の正体って一体なんですか。 

花粉症の正体は、花粉に対して人間の体が起こすアレルギー反応です。

体の免疫反応が、花粉に過剰に反応して花粉症の症状がでるのです。 

 

 Ｑ．花粉が鼻や目にはいると、どうして花粉症の症状がでるのですか。 

体が花粉を外に出そうとするために、「くしゃみ」で吹き飛ばしたり、「鼻

水」「涙」で花粉を洗い流そうとしているのです。 

 

 Ｑ．花粉症と間違えやすい疾患は何ですか 

花粉症は季節的にも風邪の流行する時期に重なります。このため、発症

の初期ではくしゃみ、鼻水が症状として同じことがあります。また急に

悪化した他の鼻疾患たとえば慢性副鼻腔炎（蓄膿症）などとの鑑別が必

要になります。 
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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。 

暦の上では春が始まる立春を迎え、「春告草（はるつげぐさ）」とも呼ばれる

梅の花がようやく咲き始め、バス送迎の際にご利用者様や職員の目を楽しませ

てくれています。 

 

『梅一輪一輪ほどの暖かさ』 

この俳句は江戸時代の俳人、服部嵐雪の作品です。厳しい寒さの中、りんと

咲いている梅の花を見ると元気づけられます。本格的な春到来はまだ先ですが、

早く暖かな気候を満喫したいところです。 

さて、さくら診報への掲載第六回目の今回は最近の活動内容についてご紹介

したいと思います。 

（1）手工芸 

12月『干支飾り』  1月『曜日時計』      2月『松と桜』 

       

 

（2）行事 

通所リハビリテーションでは定期的にボランティアの方々に来ていただき、

ミニコンサート等を開催しております。先日は「武蔵野音楽大学ミュージック

セラピー研究部」の皆様、「野の花」の皆様を招待し、ピアノなどの楽器演奏

や美しいコーラスの歌声にご利用者の皆様が感動されておりました。また、ボ

ランティアの方々もご利用者様の感性に感激され、お互いに得る事の多い時間

であったと思います。 

ミレニアム桜台通所リハビリテーションでは活動の趣旨をご理解いただき、

ご協力いただけるボランティアを今後も募集しております。ご興味のある方は

ぜひご連絡ください。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 Vol.06 
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春暖の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠にありがとうございます。 

 

区の相談の窓口「練馬高齢者相談センター 桜台支所」として、 

平成２１年４月から４年間、医療法人財団秀行会が委託を受けて、行って参りました

が、平成２５年４月１日からは、社会福祉法人 育秀会が、継続して委託を受け区の

相談の窓口として業務を行うこととなりました。 

 

名称  「練馬高齢者相談センター 桜台支所」  変更ありません 

電話  ０３－５９４６－２３１１        変更ありません 

住所  練馬区桜台２－２－４          変更になります 

      新桜台薬局横を入った左側です。 

介護老人保健施設ミレニアム桜台駐車場前です。 

～各支所担当地域～ 

  現行 見直し後 

第２育秀苑支所 羽沢 2-8-16 5912-0523 

旭丘 旭丘 

小竹町 小竹町 

羽沢 羽沢 

豊玉上   

  栄町 

桜台支所 

桜台 2-1-6 

⇓ 

桜台 2-2-4 

5946-2311 

栄町   

桜台 桜台 

第３育秀苑支所 土支田 1-31-5 6904-0192 

  旭町 

  
土支田

1・4 

今までと同様に、 

＊地域の方々にお声を掛けさせて頂き、体操教室や折り紙教室などを開催 

＊一人暮らしの方に週１回ボランティアさんに訪問して頂く見守り訪問事業 

＊急に車椅子が必要などの福祉用具の貸し出し 

＊介護保険を受けていない方の手すりの設置などの住宅改修や福祉用具の購入など 

を継続して行っていきます。 

桜台支所職員２名（矢形・福羅）は、継続して関わらせて頂きますので、 

今後ともよろしくお願い致します。 
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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       

6水 中村   中村  宮田 21木 阿古  森本 中内(や)  

7木 阿古  森本 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 休診     

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  休診 27水 中村   中村  宮田 

13水 中村   中村  宮田 28木 阿古  森本 中内(や)  

14木 阿古  森本 中内(や)  29金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

15金 中村 中内(幹) 中村  岩田 30土 中内(や) 石神    

 31日       

平成 25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】 

２月は寒い日が続き、雪がちらほらと降る日もありましたが、３月を目前にして寒

さが緩んできたように思えます。春一番は立春～春分の日の間に１０分間の平均で風

速８ｍ／ｓ以上の風が吹き込み、前日に比べて気温が上昇することが定義のようです。 

 

[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/ 


