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新年

あけまして

おめでとうございます。

今年も多くの患者様から心あたたまる年賀状を
頂き、大変感激致しました。本当にありがとう
ございます。皆様のご期待に添えるよう精一杯
頑張っていきたいと思います。今年もどうぞ宜
しくお願い致します。
院長 池澤 滋

でんわ ０９６-２４２-６６３３
http://www.ikezawa-kodomo.com
アチケット順番とり http://paa.jp/t/118901/
院長予定は裏面。携帯予約方法は、スタッフへ
１週間の予定は i-Ticket の上段をご覧ください。

いうこと！「えっ？じゃあ急いでいる時は？」もう理解不能でマヌ

スタッフの新年の抱負をご覧下さい
業務改善できることは実行し、よりよいクリニックとなるよう
健康に注意し頑張ります！
院長秘書 矢野
2 人のママとなり、忙しい毎日ですが、笑顔を忘れず、仕事と
子育て頑張っていきたいと思います。
NS 高來

ケな質問ばかりしてしまい彼女を困らせ、さらに質問しながらどん
どんびっくり興奮していく私に「・・池澤さん、パキスタンに行っ
てみるといいですよ。国の違いがとにかくおもしろいから」と同行

患者様に喜んで頂けるクリニックを目指し努力していきたい
と思います。今年も宜しくお願いします！
NS 松村

した日本リハビリテーション協会のスタッフに笑われてしまいま
した。パキスタンの女性は、耐えて耐えて生きている、そんな印象

健康管理に気を付けミスのないよう頑張っていきたいと思い
ます。今年もよろしくお願いします！
NS 杉若

を受け、何か昔の日本女性を重ねてしまった私は「今の日本のよう

Nia Sel Mubark !!
（ニア サル ムバルク・・・？？？）

研修生たちの、日本のお父さん、お母さんになってもらえません
か？

ミスタードーナツのレジの横におかれた小さなパンフレ

に、いつかパキスタンの女性も、仕事バリバリして男の人より強く
なるんじゃない？」その言葉に、初めて彼女はきらきらした目を伏
せた。「それはたぶん無理、宗教があるから、きっと難しい」
パキスタンの女性は幸せなのかなー？宗教の壁の厚さに言葉を
「生まれて初めて！」を連発した。山にも海にも行くことを許され

持ちでお正月にホストファミリーを申し込んだのは３年前。

ず、ある意味必要以上に守られ育った彼女が、雄大な阿蘇の大観峰
で冷たい風の中、涙を滲ませ

もつぶやいた時、「自由」という言葉の意味を考えた。

き、それぞれの障害に応じた福祉について、研究や勉強を助成して

人権とか、自由、という言葉を掲げ、時に攻撃的になってしまうこ

いるものです。でも、私達は障害とか研修生に関係なく、留学生と

の国と、パキスタンの人々の厳しい生活に思いを馳せると悲しくな

一緒にお正月を迎える、ということがなによりも魅力でした。

る。心も体も抑制され生きてきた彼女を思うと、胸が苦しくなり、

今年で３年目を迎え、年末ドタバタと忙しく、心の準備も出来ず、

思わず彼女の手を握ったまま少しずつ走り出した。

もう、来たら来たで・・、と、まるで帰省してくる家族のような感

「パキスタンで女性は絶対走りません！」走り慣れない彼女はすぐ

覚で迎えた年末。身長１７１センチ、きらきら光る大きな目が弱視

に息をきらしたが、その笑顔は、大自然の中、今解き放たれたかの

という障害を全く感じさせないシャムサ・カンワルさんは２５歳、

ように、たしかに輝いた。

パキスタン

という国を知りました。

のホームステイが決まった時は何から尋ねてみようかわからない

を上げるのは私と夫だけ。我が子はいつの間にかウルドウ語をたく

ほど。しかし・・本当にびっくり！驚きの連続で、彼女と話す時何

さん覚えていた。やはり子どもの脳は柔らかいのか？

度「えーっ！」という声を発したでしょう。イスラム教の中に生活

「ワタシイツカパキスタンニイッテハシリマス！マラソンシマス」

があるパキスタンの人々は男女差別がかなり厳しく、女性はスカー

私の宣戦布告に彼女は驚き「ミンナ、アナタヲ見マスヨ！アナタダ

フで顔を隠し、恋愛結婚は稀で、殆どが父親が選んだ相手と強制的

ケ、ミンナ見マス！」と仰け反って大笑い。

許されていない、皆アルコールはダメ、女はズボンはダメｅｔｓ。
その中でも私と子どもが一番びっくりしたのは女性は走らない、と

いつも笑顔で明るく接します！

NS 荒木

1 月中旬より勤務することになりました。梁池です！
私も 2 児の母です。よろしくお願いします！
NS 梁池

留学生の国の言葉で元旦の朝を迎えるのも今年で三年目だ。
えっ？何？

プール〔水着は海女さん風〕も別で、一般的に恋愛、というものが

患者様及びご家族の方が気持ちよく診察を受け安心して帰ることができるよ
うにと願っております。目配りを忘れず笑顔で頑張ります！
NS 田中

目配り気配りに心がけ円滑に仕事ができる様に頑張ります！NS 金子

正直なところ,毎日カレーを食べている、程度の知識で＾＾；今回

に結婚、そして夫以外に顔を見せない、とか、男女は学校も

小児科で働く事が幸せな一年でした。今年もよろしくお願いい
たします！
NS 上田

like a dream〔夢のよう〕 と何度

財団が行っているもので、アジアの障害者の方に日本に来ていただ

彼女に出会って初めて

2 年目になりましたが、今年は多くの患者様を覚えられるよう
に頑張りたいです。よろしくお願いします！
NS 関

失った。何もかも抑制され生きてきた彼女は、私達と生活して

ットにふと目が留まり「うわーっ！楽しそう！」ただそれだけの気
ダスキン・アジア太平洋障害者リーダー育成事業、はダスキンの

自分の仕事に責任を持ち、健康に気をつけて頑張っていきたい
と思います。よろしくお願いします！
NS 村上

ニア、サル、ムバルクッ・・？

一生のうちに行ってみたい国

難しー！と声

が、思いがけずひとつ加わった

びっくり仰天の我が家のお正月でした。

家族と自分の健康管理に気をつけて頑張りたいと思います！

受付 後藤

初心を忘れずに頑張りたいと思いますので、今年もよろしくお
願いします！
受付 倉永

明けましておめでとうございます。笑顔で頑張ります！ 受付 國武
1 日でも早く患者様のお顔とお名前を覚えたいと思います。お
越しいただいた患者様、お顔の見えない電話での気持ちの良い
対応、心配りに留意して頑張りたいと思います！受付 原

文責 池澤 千恵子
今年は 2 年目、去年学んだことを実践にうつせるよう努力しま
す。忙しさで見落とすことがないように気をつけながら過した
いと思います！
医療保育士 井手

・ 木曜･土曜午後から休診ですが、かかりつけの患者さんの急患対応は行います。お薬が限定され、院内処方一日です。
・ 平日夜間急患は、21-２2 時にご連絡ください。
・ 不在、かかりつけ以外の方は、日赤・地域医療センターへお願いします。（時間外は紹介状なしで受診できます）

いけざわこどもクリニック予定表
月

火

水

木
午後休診

金

土

日

午後休診

急患のみ対応

かさねがさね・・アイチケット 〜その３〜

1月
16 日

アレルギー講演会

17 日

夜：医師会
19:30〜21:30

12:30 まで診察

18 日

幹事会
夜：不在

19 日
夜：勉強会
午後：不在
再春荘病院
小児科医当直予定

20 日

夜：不在

21 日

学会準備会
夜：不在

28 日
23 日

24 日

25 日

26 日

再春荘病院

小児科医当直予定

小児科医当直予定

30 日

31 日

2月1日

22 日
午前：在宅
午後；不在
桑原内科小児科（植木）
096−273−3330
えとう小児科(島崎)
096-351-8282

★ アイチケット開始時間を早めました。昼は 2 時 30 分へ★
午後の開始を早めたのは、健康外来のための特別な時間内に、順番取りの患者さんが待合室に居ら
れて、混在してくることが多く見られるようになったためです。
★ 進行状況をしる裏技（携帯を利用されている方のみです）★
アイチケットで順番を取った。で、直ぐ来院ではありません。今の進行状況をよく確認することが
大切です。アイチケット「すぐいく！」で入力して発射したあと、受付番号を確認して番号を覚え
ます（これができないとこの技は使えません）。そのあとの順番確認はメールで行います。

29 日

27 日

勉強会（勉強会）

ワクチン中止
乳児健診
夜：不在

夜：不在

古沢医院（須屋）
つる小児科（須屋）
みやの小児科（合志）
御受診下さい

再春荘病院
小児科医当直予定

2月2日

2月3日

2月4日

2月5日

休診
再春荘病院

休診

不在
宮竹小児科
096-360-2260

get1189@paa.jp へ空メールすると、すぐ返事が返ってきて、一番したに、現在の呼び出し番号、待
ち人数の情報が記載されます。
アイモードに接続しなくても、進行状況がわかり、順番前の来院が可能になります。

勉強会：不在

２月６日

２月 7 日

２月 8 日

２月 9 日

２月 10 日

ワクチン中止
乳児健診
夜：不在

２月 13 日

２月 14 日

２月 15 日

２月 16 日

夜：勉強会

２月 17 日

２月 11 日
１日不在

☆アイチケット開始時間は
２月 12 日

建国記念日
休診

２月 18 日

２月 19 日

＊アイチケット予約の方は必ず「まだかな」で確認してお越しください＊

☆診察予定時間を超える場合、やむ得ずアイチケットを予定時間より早めに切る場合があ
りますが、その場合、直接来院せず、電話にてご相談ください。
（夜間診察可能のときに

休日当番医
９時〜１７時

夜：不在

午前 8：30〜11：30 午後２：３０〜6：00 です

東京出張

は診察させて頂きます）
☆順番の時間通りこられない方は、やむ得ぬ事情がない限り順番を後にまわす事があります
皆様のご協力よろしくお願いします

1/28（土）院長研修参加の為、休診となります。
ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願い致します

