
平成 24年 4月 29日 第 7回 さくらの会 

  

今年は４人の ALS患者さんとスタッフ３２名が参加。霞城公園で満開の桜を愛でたり、なかには美術館で絵画

鑑賞を楽しんだりした方もいました。 

  

  

快晴のもとで 南門を家族やスタッフと 

  

青々とした草が映えます 吉野先生も駆けつけてくれました 

  

水面に映った桜も格別 木漏れ日の中を 



  

木々に囲まれて 電車と霞城セントラルと桜 

  

美術館にも立ち寄りました スタッフと記念撮影 

  

患者さんからいただいた感謝の言葉を紹介します。 

  

「桜を見て山形の町を見て、何かに向かって歩いている人や高校生が募金活動に頑張っているところがみられ

て、心が揺れ動きました。」（T さん） 

  

「今日は楽しい日を過ごし満喫しています。」（I さん） 

  

「美術館に出向いたのは１６年ぶりです。本当に感謝の思いとうれしさでいっぱいです。」（Y さん） 

  

  

霞城公園の桜を眼下に 高橋先生と霞城セントラル展望ロビーで 

  



５月１７日には院内でコーラスグループ「コール・ユミ」さんたちによるコンサートも行われました。 

  

  

コーラスグループ「コール・ユミ」 聞惚れてしまいます 

  

  

  

  

平成 22年 10月 31日 第 6回 もみじの会 

  

 昨年は新型インフルエンザの流行で中止となってしまいましたが、１年越しに待ちに待ったもみじの会。今年は

山寺に行ってきました。 

  

  

紅く色づき始めた桜の木の下で散歩 みんなでもみじ狩り 

  

（文：看護部病棟主任 佐々木 里子） 



きれいな紅葉に笑顔がこぼれます 吉野先生と一緒に、思い出の１枚 

  

午前中は残念ながら雲がかかって 

いましたが、雨にも負けずに笑顔で 

ハイチーズ!! 

風雅の国を散歩中 

  

雨あがりの山寺も素敵です 紅葉を見て一句 

  

ALSの患者様 

山寺のおみやげ屋をゆく！ 

午後は雲も晴れ、山寺をバックに 

記念写真 



  

  

 「もみじの会」で外出できない患者さんは、「民謡コンサート」で秋の気配を感じ、楽しんでもらいました。 

  

  

ホールに響き渡る、ステキな歌声!! 
知ってる歌が多く、患者さんも一緒に 

歌っていました 

  

ステキな時間をありがとう 私も握手を!! 

（文：リハビリ 渡辺 千春） 



  

平成 22年 4月 25日 第 6回 さ

くらの会  

  

 今回は「玉虫沼」がある、山辺町の「玉虫湖畔」へ行ってまいりました。 

  

  

外は気持ちいいね いい空気だね、すがすがしい 

  

高橋先生に車椅子押してもらって 

しあわせ? 

いい景色だね～ 

  

風がつめたい？ さむい、さむい 

（文：４階師長 井澤 照美） 



  

「妻よ、もみじの会は２人で行こうな！」 釣りは何が釣れてるんだろう？ 

  

みんなでハイチーズ！ 

これが、どっこ沼です。 

上にある建物が、おいしいそばを 

出してくれるところです。 

  

  

 院内では、琴の音色によいしれました。 

  

春のお琴はいい音色です 聞き惚れてます 



  

「どれどれ」と歌詞カードを見る皆さん 声を出さなくても、心で歌ってます? 

  

  

  

  

平成 21年 4月 19日 第 5回 さくらの会 

  

 今回で「さくらの会」も 5回目を数えます。今回は「花咲かフェア」でおなじみの「最上川ふるさと総合公園」へ行

ってまいりました。 

  

  

病院を出発 公園に到着 

  

天気にも恵まれ 公園内 

（文：４階副主任 阿部 恵子） 



  

公園の散策 丘もあります 

  

月山を背景に… 記念撮影！ 

  

  他にも東北最大級のスケートパークやドッグラン施設などもあるようです。また、今年も 6月 13日（土）～7月

6日（月）に「花咲かフェア」が開催されるようです。ぜひ足を運んでみてくださいね。 

  

  

平成 20年 10月 26日 第 5回 もみじの会 

  

 今回で 5回目を数える「もみじの会」。今回は国の重要文化財でもある、旧山形県庁舎の「文翔館」を訪れまし

た。 

  

  

文翔館外観 色づいた木々を眺めながら 



  

ルネサンス様式基調のレンガ造り 館内の見学 

  

庭の散策 記念撮影 

  

 今回は文翔館の館内をも見学しました。入場は無料ですので皆様もぜひ、ご見学されてはいかがでしょうか。 

  

平成 20年 4月 20日 第 4回 さくらの会 

  

 4月 20目の日曜日に、山形がオープンしてから毎年開催している「桜の会」に行ってきました。桜の会は、当

院に入院している ALS等の難病患者様を外にお連れし、「お花見」をする会をいいます。患者様を外に連れ出

す機会は、秋に開催される「紅葉の会」と共に年 2回あり、両季節とも四季折々の山形の自然が見ごろを迎えま

す。昨年の桜の会は雨で中止になりましたが、今年は前日の雨が嘘のようにあがり、気温、天候ともに恵まれ絶

好のお花見日和になりました。 

  

  



2年ぶりのお花見 斎藤茂吉記念館へ 

  

 今回は患者様にとって 2年ぶりのお花見になり、病院では見られないような安らいだ時間を過ごしていたよう

に思います。病院からのスタッフも約 40名集まり、職種を超えて患者様を外に連れ出す為に準備をしてきまし

た。当栄養管理室も毎回参加させていただき、恒例の「お酒ゼリー」を振舞ってきました。花見をしながらの一杯

…なかなかおつなものでした。 

  

  

みんなで記念撮影 まるで桜のトンネル 

  

 患者様の安全性を考慮して長時間のお花見が出来ないものの、帰りの車中からは桜のトンネルを眺め、ちょっ

としたドライブをして病院へ帰ってきました。患者様の安らいだ笑顔も見られ、今年も事故もなく無事に成功をお

さめる事ができました。 

  

  

 

 

平成 19年 11月 4日 第 4回 もみじの会 

 春の「さくらの会」が雨で院内からの桜鑑賞になり、院内からの桜の鑑賞に留まったため、今回の「もみじの会」

は 1 年ぶり に外へ出る患者様がほとんどでした。 

  

  

（文：栄養管理室 主任 鑓水 弘樹） 

http://www.yamatoku-hp.jp/class_guide/diet.htm


病院を出発 霞城公園へ 

  

霞城公園といいますと春の桜が有名ですが、秋の紅葉はまた違った風情でとても綺麗でした。 

  

  

「最上義光」銅像の前にて 心地よい秋風 

  

今回も普段、病棟ではあまり見ることのない患者様の言葉や表情をたくさん見ることができました。患者様の「風

が気持ちいい」、「木々の色がきれい」という言葉を聞き、私たちにはあたり前に感じることが、患者様にとって

は、病院の中で 感じることができないものなのだということをあら ためて痛感しました。 

  

  

色づいた木々 市郷土館(旧済生館)前にて 

  

また、会を終えてからも「楽しい紅葉狩りだった」 と意思伝達装置「伝の心（でんのしん）」で打った 文章や、病

状の進行により肉声での発声が弱々しい 状況で「良かったよ」等々の言葉をいただきました。今回も「もみじの

会」が患者様、我々スタッフにとって有意義なものとなりました。 

  

  

  

平成 19年 4月 26日 第 3回 さくらの会 

難病病棟恒例の「桜の会」が今年も実施されました。 

（文：4 階南病棟 小成 未紗 / 副看護部長 佐々木ゆみ子） 



  

  

日本琴の演奏 花笠音頭 

  

残念なことに Aコースのちょっと遠出（西蔵王の野草園）が雨天の為に中止となりましたが、B コースの院内での

桜鑑賞は日本琴の演奏会と山形のおはこである花笠音頭に合わせてのスタッフによる踊りを交え、盛況に終え

ることができました。 

  

  

院内から桜の鑑賞 素敵な琴の音色 

  

 ところで難病という病気を皆様はご存知でしょうか。運動する身体機能が低下していく為に徐々に自分のことが

自分で出来なくなる病気です。現代の医学でも治療法が未確定の為、告知された時から患者様、その家族の苦

悩は深刻化していきます。それゆえに患者様の感動はひとしおです。琴の奏でる音色で病室ではみられない生

き生きとした表情と笑顔を表出し、手拍子をする光景は医療者側へも感動を与えてくれました。 

 

 生きている今を実感し、楽しみを喜びを与えられるように企画の工夫をし、チームでのケアを更に充実していき

たいと思います。 

 

 

 

平成 18年 10月 29日 第 3回 もみじの会 

回を重ね、第 3回目の開催となった「もみじの会」。 

（文：副看護部長 佐々木ゆみ子） 



今回は西蔵王にある「山形市野草園」へお出かけしました。 

 

  

病院バスに揺られ 野草園に到着 

 

秋晴れの好天に恵まれ、今時期にしてはとてもあったかい気温でした。 

 

  

野草園の紅葉 秋晴れの天気 

 

 

鮮やかな赤や黄色の木々を眺め、患者さま･ボランティアスタッフ共々感動！ 

  

園内を散策 みなさん笑顔 



 

 

恒例となった栄養科のお酒ゼリーに加え、今回は新作「あったかい いも煮のゼリー」の登場！ 

 

  

新作いも煮ゼリー みんなで記念撮影 

 

今回も何事も無く開催できましたのも院内外からボランティアの方々、家族の方々のご協力の賜物です。 

これからも患者さま、そしてみなさんの笑顔のために一致団結し頑張っていきましょう。 

 

平成 18年 4月 23日 第２回 さくらの会 

神経難病病棟の定期的なイベントに『桜の会』があります。これまでは、ALSの患者様を中心に行なってきまし

たが、今回は病棟全員の方を対象に３日間に分けたイベントです。 

  

ボランティアさんによる筝（こと） 桜と雪が同時に観れました 

 

 

初企画として、4月 20日（外には桜と雪が同時に観れた）と 25日の午後は、当院 1階コミュニケーションホール

にて 6名のボランティアさんによる筝（こと）の調べと尺八演奏会です。ガラス越しでのお花見でしたが幻想的な

世界に浸り、懐かしいメロディーに口ずさみリズムを取る方、泪される方。スタッフの点てた抹茶と栄養科力作の



こだわりゼリー（日本酒、ワイン、カクテル、フルーツ、カレー、どら焼き、ラーメンなど）も頂き、皆様それぞれの想

いに酔いしれたようです。 

  

齋藤茂吉記念館の桜 桜の前での記念撮影 

 

 

4月 23日は、昨年より少し遠くの齋藤茂吉記念館（山形県上山市）でお花見する遠足コース。数ヶ月ぶりの外出

に合わせたかのように朝から快晴となり気温もグングン上昇し午後には更に開花。今回は 5名の人口呼吸器装

着の患者様を含め 12名の方とご家族、総勢 50名を超える職員ボランティア参加となりました。花見団子代わり

の「こだわりゼリー」でパワーアップ、車椅子を使わず散策される方。素敵な唄声をご披露下さった方。齋藤茂吉

の生涯や短歌を得意気に紹介して下さる方。ご家族やスタッフとの記念写真にもこぼれるような笑顔があふれ、

絶えず笑い声に包まれた空間がありました。 

 

 

平成 17年 11月 6日 第２回 もみじの会 

昨年に引き続き、11月 6日（日）に第２回目の【もみじの会】を行いました。 

唐松観音が紅葉に包まれる景色はまさに絶景です。 

当日は家族や職員とともに久しぶりのドライブを楽しみました！ 

  

病院のバスで出発！ 唐松観音の紅葉 

（文：４階師長 佐々木ゆみ子） 



 

 

神経難病（ALS）は原因不明で現在の医学でも治療法が未確立の病気で、症状の進行に伴って患者様本人、ご

家族の不安や苦悩は深刻化してゆきます。療養生活は長期化し、日々単調な入院生活を強いられることになり

ます。 かの有名なイギリスの宇宙物理学者、ホーキング博士も 30年来の患者です。 

  

無事到着！ お疲れ様 

 

 

そこで当院の難病病棟では、生活の場である空間を少しでも楽しく、癒される場にと、定期的にイベントを企画し

ています。これまでも、「ジャズコンサート」、「似顔絵会」、「ビデオ上映会」、春には「花見の会」を行い、冬には

「クリスマス会」などを予定しています。 

  

半年ぶりの外出！ちょっと寒い？ 下り坂は特に注意して 

 

 

そして今回二度目の「もみじの会」を企画し、ALSの患者さんを中心に 17名の方をお連れしました。晩秋の日曜

日（11月 6日）、山形市内の唐松観音に到着。赤く色づいた木々の中、自然の空気を吸い、舞い落ちる枯葉の

下を散策。また栄養科の協力を得、ワインゼリー、お酒ゼリー各種を秋空の下で満喫されました。患者様一人ひ

とりのこぼれるような笑顔が印象的でした。特に人工呼吸器の患者さんは日々同じ空間で過ごされているため、

感動は一入のようでした。 



  

呼吸器をつけた患者さんと移動中 吉野先生特製日本酒ゼリーはいかが？ 

 

 

院内外からボランティアの方々、家族の方々と総勢 60名を超える参加となり、意義のある一日となりました。 

 


