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鶴巻温泉駅までの所要時間
新宿から……… 小田急線　急行・快速急行 ………約60分
小田原から…… 小田急線　急行・快速急行 ………約30分
横浜から……… 相鉄線・海老名乗換→小田急線……約55分
藤沢から……… 小田急線・相模大野乗換 …………約55分

〒257-0001　神奈川県秦野市鶴巻北1-16-1
TEL 0463（78）1311   FAX 0463（78）5955

●診療科：内科、神経内科、リハビリテーション科、歯科
●ベッド数：一般・療養病床　505床　介護医療院　52床

●交通案内
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鶴巻高齢者複合施設
ケアタウン あじさいの丘

介護老人保健施設
ライフプラザ鶴巻

鶴巻温泉病院
〈本館〉

〈南館〉

●外来診療時間（受付時間）　
　【月～金】 14：00～17：00（13：30～16：30）
　【　土　】 9：30～12：30 （ 9：00～12：00）
　（第1・第3・第5のみ）
　休診　第2・4土曜、日曜・祝日、年末年始

●湘南リハビリテーションセンター
　回復期リハビリテーション病棟入院料1  206床

●湘南メディカルセンター
　医療一般・障害者施設等入院基本料　55床
　医療一般・特殊疾患病棟１ 　60床
　医療療養病棟入院料1　120床
　医療一般・緩和ケア病棟２　25床
　地域包括ケア病棟入院料２　39床

●鶴巻温泉病院介護医療院
　Ⅰ型介護医療院（Ⅰ） 　52床
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近隣地図

感染対策のため面会制限を継続しております。WEB面会システムを導入しておりますので、詳しくは病院の
ホームページをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。 0463-78-1311（代表）

患者さまの作品紹介

鶴巻温泉病院の理念 contents
患者さまの作品紹介
新年のご挨拶
診療副部長着任のご挨拶
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回復期リハビリ病棟通信
連携医療機関のご紹介
介護食レシピ
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使命（mission）
●リハビリテーションを横軸とし、回復期、慢性期、
難病、緩和、訪問の多機能を縦軸とした、全人
医療・介護を実践する
共有価値観（core values）
●尊厳　高質　協調　思いやり　品格
将来展望（vision）
●地域包括ケアシステムの医療・介護の中心となる
多機能慢性期病院

※1月現在、運休中。

新年のご挨拶 鶴巻温泉病院　院長  鈴木 龍太

あけましておめでとうございます
　2020年は新型コロナ肺炎の感染拡大で、世界が全く違うものになりました。
　今まで人と接して、コミュニケーションを取ることが大切と言われてきました。
オリンピックのように集まって盛り上がるイベントが大きな楽しみでした。仕事
でもノミニケーションが大切だと言われたりしました。それが突然、密を避け、
人と人の距離を保ち、触ることもできなくなりました。食事も、喋らず笑わず
盛り上がらず、静かにいただきます。会議やセミナーもWEB開催が主流となりま
した。その場にいながら、世界中の人と話せることに驚きと便利さを感じます。
「どこでもドア」のようです。不要不急の会議・会合を避けることができるのも
利点です。でも、ちょっとした無駄話や、ヤーヤーと言った雰囲気はなく、決め
られたことを粛々と実行している感じで、付加価値はあまり生まれません。人と
会うことで、愛情・共感・嫉妬・怒り等、良くも悪くも感情が揺すぶられます。これにはやはり直接会って、お互い触れ合いながら
取るコミュニケーションが必要だと思います。

　医療や介護は人に直接触れて、手当をし、治療ケアをすることが必須です。新型コロナ肺炎に対する
戦いを医療・介護者があきらめて、何もしなくなったら、世界は崩壊します。医療・介護者は使命感
を持って、支え合って新型コロナ肺炎と闘い続けなければなりません。これからしばらくは「With 
Corona」時代となり、コロナウイルスと共存しながら社会生活を成り立たせることが必要です。医療・
介護者に限らず、皆さん力を合わせて頑張りましょう。もう一つ、気持ちは前向きに笑顔を忘れない
ようにしましょう。
　感染再拡大を受け、止む無く面会禁止を継続しております。代わりにWEB面会を実施しております
ので、ホームページをご確認ください。

患者さまが作ってくださった私
の人形です。なんとも「ボケっ」
とした感じが好きです。

サーマルカメラを導入しました
　コロナウイルス感染症拡大防止対策の一環として先月、当院の本館、南館入り口に
それぞれ「サーマルカメラ」を設置致しました。カメラの前に立ち、モニターに自分の
姿を映してわずか1秒で体温を測定する事が出来ますので入り口で混雑なく検温を行う事
が可能となりました。設定温度以上の熱を検知するとフラッシュと警告音が作動します。
その際には受付にお声かけください。今後も安全な病院運営の為、感染拡大防止
対策の徹底を図って参ります。

応 募 要 項
応募条件 : オリジナルで未発表の川柳
応 募 先 : 〒257-0001 秦野市鶴巻北1-16-1　鶴巻温泉病院  地域連携室  まきちゃん川柳宛
応募条件 : オリジナルで未発表の川柳
応 募 先 : 〒257-0001 秦野市鶴巻北1-16-1　鶴巻温泉病院  地域連携室  まきちゃん川柳宛
応募方法 : ハガキまたは用紙（形式自由）に下記①～⑤をご記入の上、
 郵送または鶴巻温泉病院応募箱（本館1Fロビー）に直接ご投函ください。
 ①川柳（作品）　②ペンネーム　③住所　④氏名　⑤電話番号

　このコーナーでは、読者の皆様からの川柳を募集しています。題材は何でもOK！日常のことや
健康のことなど、川柳でつぶやいてみませんか？掲載された方には粗品を進呈いたします。

まきちゃん川柳

※住所・氏名・電話番号は、掲載された方への賞品発送のため鶴巻温泉病院が利用させて頂くものとし、その他の目的では使用いたしません。

鶴巻温泉病院ではメールマガジンを発行しています。健康や医療・介護に関する情報満載です。是非登録して
ください。
メルマガ登録方法▶QRコードを読み取ってメールアドレスとお名前（ニックネーム）を入力してください。

「可愛い門松」
新年を迎える前に「門松」を作りました。
毛糸をぐるぐる巻いて俵を作り、竹に花餅や金の扇子、お花を
つけたら可愛い「門松」が出来ました。
Aさんは「とっても満足！お部屋に飾るわ！」と明るい笑顔が
見られました。

リハビリテーション部　レクリエーションセクション



サービスシステム開発室のホームページでもご覧いただけます。
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　2020年10月から鶴巻温泉病院に赴任致しました秋山　克徳と
申します。
　元々、大学病院で神経内科医として勤務していましたが、2010年
に大学を退職し、回復期リハビリテーション病院で10年間、仕事を
してきました。
　鶴巻温泉病院では、回復期リハビリテーション病棟、神経難病病棟
で勤務しながら、訪問リハビリテーションに必要な訪問診療をしており
ます。
　回復期リハビリテーション病棟では、脳卒中、脳挫傷、脳炎、多発
神経炎などの脳神経疾患、大腿骨骨折、脊椎骨折、脊髄損傷、人工
関節置換術などの整形外科疾患、肺炎・腹部手術・心臓手術後の廃用症候群（全身の筋力が低下した
状態）に対するリハビリテーション治療を実施し、自宅生活に戻ることを達成するために、日々努力して
おります。
　神経難病病棟では、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症などの神経難病疾患の
症状に対して、薬の調整やリハビリテーション治療を実施しております。
　訪問診療では、自宅での生活動作がスムーズに行えるよう、リハビリテーションスタッフと相談しながら、
リハビリテーション治療の計画を検討し、実行しております。
　以上のような治療を救急病院と連携し、できるだけ早い時期からリハビリテーション治療を行うことが
重要と考えております。
　自宅生活への移行をスムーズにするために、医師、看護師（看護助手を含む）、リハビリテーション
スタッフ（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）、社会福祉士、介護福祉士、管理栄養士、薬剤師と
協力なチームを形成し、患者さまとご家族のため、研鑽し、行動していく所存です。

「ナースの方の言葉が忘れられません」…退院患者さまアンケートのご意見より

　病院のスタッフの方はいつも気持ちよく家族に接してくださり、お忙しい
のにありがたかったです。退院の日、病室で母の身支度を手伝っていただ
きながら「こうしてお世話できるのも最後で寂しい」と母に話しかけてくだ
さったナースの方の言葉が忘れられません。母も「えっ、退院するの？」と
このままいる方がいいようなことを言っていましたし、とても穏やかでした。
帰る際、4Fのエレベーター前に皆様集まってくださり、乗った後もエレベー
ターが閉まるまでお見送りいただいて温かいお言葉をかけていただきまし
た。転院先である老健の相談員の方も「鶴巻さんは引継ぎが丁寧で細かく
情報を提供してくれる」とおっしゃっていました。コロナ等で大変な中、入院
させていただきましたが、安心してお任せすることができました。まだまだ
コロナそしてインフルエンザとスタッフの皆さまは気を緩めることができない日々が続きますが、どうぞおからだ
を大切にお過ごしください。6か月間ありがとうございました。
 （ご入院病棟：回復期リハビリテーション病棟）

　医療法人おひさま会は神奈川県内では、足柄上郡開成町に「おひさまクリニック開成」、
茅ケ崎市みずきに「おひさまクリニック湘南」、横浜市都筑区中川中央に「おひさまクリ
ニックセンター北」の3か所で訪問診療を展開しております。
　おひさま会では患者さまの意思を尊重し、安心で安定した療養生活を、家庭や施設や
病院など様々場所、それは患者さま本人やご家族が希望する場所で、療養生活を可能な
限り実現していくことを目指しています。
　この理念に私たちは、地域の力となるべく貴重な医療・介護資源である、病院や
開業医の先生方、ケアマネジャー・訪問看護・訪問介護・介護保険施設・訪問薬剤師
等と積極的に連携いたします。そして患者さまを中心に、できる限りのコーディネート
をし、最良の生活環境創造に、笑顔を忘れずチャレンジしてまいります。

おひさまクリニック開成

連携医療機関のご紹介連携医療機関のご紹介

■対応エリア／開成町、松田町、大井町、中井町、
秦野市、南足柄市、山北町、小田原市

■住所／〒258-0029
　　　　神奈川県足柄上郡開成町みなみ1-23-3-1F
■電話／ 0465-85-3228
■休診日／土、日、年末年始
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診療副部長着任のご挨拶

院長　土器　潔

診療副部長　秋山　克徳
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スクール IE
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屋敷下第一公園鳥見行公園

ドコモショップウエルシア

おひさまクリニック開成

電子レンジで簡単！ 和風オムレツ

・絹ごし豆腐 …………… 1/3丁（100 ～ 120g）
・卵………………………………………… 1個（55g）
・カニ風味かまぼこ……………………………… 2本
・ぎんなん（水煮）…………………5～ 6個（20g）
・白だし（※）……………………………… 大さじ１
・水…………………………………………… 大さじ３
・片栗粉……………………………………… 小さじ１
・柚子胡椒（お好みで） ………………………… 少々
・小ねぎ…………………………………………… 少々

（1人分）

作り方

材　料

❶  卵と絹ごし豆腐をなめらかになるまでミキサー（ブレンダー）にかける
❷ カニ風味かまぼこは縦に粗くほぐした後に約1㎝幅で切る
❸ ぎんなんは流水で洗い、水気を切っておく
❹ ❶❷❸を合わせて軽く混ぜる
❺ 大きくカットしたラップを深めの耐熱容器（丼ぶりなど）
に敷き❹を注いだ後にラップの上を閉じ電子レンジで
500W・3分間加熱する

❻ 耐熱容器にAを合わせて電子レンジで500W・30秒加熱する
一度取り出してよくかき混ぜたら500W・30秒で再加熱し、とろみを
つける

❼ 皿に移した❺に❻のとろみあんをかけて、きざんだ小ねぎをちらす
鶴巻温泉病院 栄養科

介護食レシピ エネルギー：200kcal
食塩相当量：2.0g

ポ イ ン ト
●卵と豆腐をミキサー（ブレン
ダー）にかけることで口当た
りがなめらかになります。

●あんにとろみをつけることで
飲み込みやすくなります。
また白だしは麺つゆでも代用
可能です。

●とろみあんに柚子胡椒や柚子
ペーストを加えると風味良く
仕上がります。

※商品によって味の濃さが異なりますので、お好みで調整してください

オ
ム
レ
ツ

と
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み
あ
ん

このレシピは噛む力や飲み込む力が弱い方におすすめです

Aとろみあん

※画像は１人分です
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「ナースの方の言葉が忘れられません」…退院患者さまアンケートのご意見より

　病院のスタッフの方はいつも気持ちよく家族に接してくださり、お忙しい
のにありがたかったです。退院の日、病室で母の身支度を手伝っていただ
きながら「こうしてお世話できるのも最後で寂しい」と母に話しかけてくだ
さったナースの方の言葉が忘れられません。母も「えっ、退院するの？」と
このままいる方がいいようなことを言っていましたし、とても穏やかでした。
帰る際、4Fのエレベーター前に皆様集まってくださり、乗った後もエレベー
ターが閉まるまでお見送りいただいて温かいお言葉をかけていただきまし
た。転院先である老健の相談員の方も「鶴巻さんは引継ぎが丁寧で細かく
情報を提供してくれる」とおっしゃっていました。コロナ等で大変な中、入院
させていただきましたが、安心してお任せすることができました。まだまだ
コロナそしてインフルエンザとスタッフの皆さまは気を緩めることができない日々が続きますが、どうぞおからだ
を大切にお過ごしください。6か月間ありがとうございました。
 （ご入院病棟：回復期リハビリテーション病棟）

　医療法人おひさま会は神奈川県内では、足柄上郡開成町に「おひさまクリニック開成」、
茅ケ崎市みずきに「おひさまクリニック湘南」、横浜市都筑区中川中央に「おひさまクリ
ニックセンター北」の3か所で訪問診療を展開しております。
　おひさま会では患者さまの意思を尊重し、安心で安定した療養生活を、家庭や施設や
病院など様々場所、それは患者さま本人やご家族が希望する場所で、療養生活を可能な
限り実現していくことを目指しています。
　この理念に私たちは、地域の力となるべく貴重な医療・介護資源である、病院や
開業医の先生方、ケアマネジャー・訪問看護・訪問介護・介護保険施設・訪問薬剤師
等と積極的に連携いたします。そして患者さまを中心に、できる限りのコーディネート
をし、最良の生活環境創造に、笑顔を忘れずチャレンジしてまいります。

おひさまクリニック開成

連携医療機関のご紹介連携医療機関のご紹介

■対応エリア／開成町、松田町、大井町、中井町、
秦野市、南足柄市、山北町、小田原市

■住所／〒258-0029
　　　　神奈川県足柄上郡開成町みなみ1-23-3-1F
■電話／ 0465-85-3228
■休診日／土、日、年末年始
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9:00～12:00
13:00～18:00

診療時間

患者さまの 声

診療副部長着任のご挨拶

院長　土器　潔

診療副部長　秋山　克徳
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中央信用金庫

スクール IE

マックスバリュ

ホテル開成

屋敷下第一公園鳥見行公園

ドコモショップウエルシア

おひさまクリニック開成

電子レンジで簡単！ 和風オムレツ

・絹ごし豆腐 …………… 1/3丁（100 ～ 120g）
・卵………………………………………… 1個（55g）
・カニ風味かまぼこ……………………………… 2本
・ぎんなん（水煮）…………………5～ 6個（20g）
・白だし（※）……………………………… 大さじ１
・水…………………………………………… 大さじ３
・片栗粉……………………………………… 小さじ１
・柚子胡椒（お好みで） ………………………… 少々
・小ねぎ…………………………………………… 少々

（1人分）

作り方

材　料

❶  卵と絹ごし豆腐をなめらかになるまでミキサー（ブレンダー）にかける
❷ カニ風味かまぼこは縦に粗くほぐした後に約1㎝幅で切る
❸ ぎんなんは流水で洗い、水気を切っておく
❹ ❶❷❸を合わせて軽く混ぜる
❺ 大きくカットしたラップを深めの耐熱容器（丼ぶりなど）
に敷き❹を注いだ後にラップの上を閉じ電子レンジで
500W・3分間加熱する

❻ 耐熱容器にAを合わせて電子レンジで500W・30秒加熱する
一度取り出してよくかき混ぜたら500W・30秒で再加熱し、とろみを
つける

❼ 皿に移した❺に❻のとろみあんをかけて、きざんだ小ねぎをちらす
鶴巻温泉病院 栄養科

介護食レシピ エネルギー：200kcal
食塩相当量：2.0g

ポ イ ン ト
●卵と豆腐をミキサー（ブレン
ダー）にかけることで口当た
りがなめらかになります。

●あんにとろみをつけることで
飲み込みやすくなります。
また白だしは麺つゆでも代用
可能です。

●とろみあんに柚子胡椒や柚子
ペーストを加えると風味良く
仕上がります。

※商品によって味の濃さが異なりますので、お好みで調整してください

オ
ム
レ
ツ

と
ろ
み
あ
ん

このレシピは噛む力や飲み込む力が弱い方におすすめです

Aとろみあん

※画像は１人分です
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発行　地域連携室

送迎バス  つるまきシャトル

▲乗降場所（JR平塚駅南口）

平塚駅南口
ロータリー

平塚駅南口出口

階段

JA平塚ビル

農協ビル前

至湘南海岸

至茅ヶ崎・横浜

JR東海道本線
平　塚　駅

JA農協
ビル

【時刻表】定員25名

湘南メディカルセンター／湘南リハビリテーションセンター

地域連携室 0463-78-1319
入院相談専用ダイヤル 0120-131-146
ご意見フリーダイヤル 0120-250-646

（ペイシェント・ベル）

鶴巻温泉駅までの所要時間
新宿から……… 小田急線　急行・快速急行 ………約60分
小田原から…… 小田急線　急行・快速急行 ………約30分
横浜から……… 相鉄線・海老名乗換→小田急線……約55分
藤沢から……… 小田急線・相模大野乗換 …………約55分

〒257-0001　神奈川県秦野市鶴巻北1-16-1
TEL 0463（78）1311   FAX 0463（78）5955

●診療科：内科、神経内科、リハビリテーション科、歯科
●ベッド数：一般・療養病床　505床　介護医療院　52床

●交通案内

秦野中井IC

車8分  5km車10分  4.7km

徒歩3分

小田急線 小田急線

●車でお越しの場合

●電車でお越しの場合

東名高速道路

小田原厚木道路  8km新東名  3.2km

35km
厚木IC

平塚IC

5km
伊勢原JCT

伊勢原大山
IC

鶴巻温泉駅小田原駅

鶴巻温泉病院

東京IC

駅より徒歩3分

新宿駅海老名駅 相模大野駅

鶴巻
温泉
駅

↓鶴巻温泉入口

国道246

鶴巻高齢者複合施設
ケアタウン あじさいの丘

介護老人保健施設
ライフプラザ鶴巻

鶴巻温泉病院
〈本館〉

〈南館〉

●外来診療時間（受付時間）　
　【月～金】 14：00～17：00（13：30～16：30）
　【　土　】 9：30～12：30 （ 9：00～12：00）
　（第1・第3・第5のみ）
　休診　第2・4土曜、日曜・祝日、年末年始

●湘南リハビリテーションセンター
　回復期リハビリテーション病棟入院料1  206床

●湘南メディカルセンター
　医療一般・障害者施設等入院基本料　55床
　医療一般・特殊疾患病棟１ 　60床
　医療療養病棟入院料1　120床
　医療一般・緩和ケア病棟２　25床
　地域包括ケア病棟入院料２　39床

●鶴巻温泉病院介護医療院
　Ⅰ型介護医療院（Ⅰ） 　52床

JR平塚駅南口発
（JA農協ビル前）

10：40
13：40
15：40

鶴巻温泉病院 南館発
（湘南リハビリセンター）

12:30
14：30
17：10

平塚駅南口JA農協ビル前　　  鶴巻温泉病院 南館

JA農協ビル前
（JAビルかながわ前）

近隣地図

感染対策のため面会制限を継続しております。WEB面会システムを導入しておりますので、詳しくは病院の
ホームページをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。 0463-78-1311（代表）

患者さまの作品紹介

鶴巻温泉病院の理念 contents
患者さまの作品紹介
新年のご挨拶
診療副部長着任のご挨拶
患者さまの声
回復期リハビリ病棟通信
連携医療機関のご紹介
介護食レシピ
トピックス
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使命（mission）
●リハビリテーションを横軸とし、回復期、慢性期、
難病、緩和、訪問の多機能を縦軸とした、全人
医療・介護を実践する
共有価値観（core values）
●尊厳　高質　協調　思いやり　品格
将来展望（vision）
●地域包括ケアシステムの医療・介護の中心となる
多機能慢性期病院

※1月現在、運休中。

新年のご挨拶 鶴巻温泉病院　院長  鈴木 龍太

あけましておめでとうございます
　2020年は新型コロナ肺炎の感染拡大で、世界が全く違うものになりました。
　今まで人と接して、コミュニケーションを取ることが大切と言われてきました。
オリンピックのように集まって盛り上がるイベントが大きな楽しみでした。仕事
でもノミニケーションが大切だと言われたりしました。それが突然、密を避け、
人と人の距離を保ち、触ることもできなくなりました。食事も、喋らず笑わず
盛り上がらず、静かにいただきます。会議やセミナーもWEB開催が主流となりま
した。その場にいながら、世界中の人と話せることに驚きと便利さを感じます。
「どこでもドア」のようです。不要不急の会議・会合を避けることができるのも
利点です。でも、ちょっとした無駄話や、ヤーヤーと言った雰囲気はなく、決め
られたことを粛々と実行している感じで、付加価値はあまり生まれません。人と
会うことで、愛情・共感・嫉妬・怒り等、良くも悪くも感情が揺すぶられます。これにはやはり直接会って、お互い触れ合いながら
取るコミュニケーションが必要だと思います。

　医療や介護は人に直接触れて、手当をし、治療ケアをすることが必須です。新型コロナ肺炎に対する
戦いを医療・介護者があきらめて、何もしなくなったら、世界は崩壊します。医療・介護者は使命感
を持って、支え合って新型コロナ肺炎と闘い続けなければなりません。これからしばらくは「With 
Corona」時代となり、コロナウイルスと共存しながら社会生活を成り立たせることが必要です。医療・
介護者に限らず、皆さん力を合わせて頑張りましょう。もう一つ、気持ちは前向きに笑顔を忘れない
ようにしましょう。
　感染再拡大を受け、止む無く面会禁止を継続しております。代わりにWEB面会を実施しております
ので、ホームページをご確認ください。

患者さまが作ってくださった私
の人形です。なんとも「ボケっ」
とした感じが好きです。

サーマルカメラを導入しました
　コロナウイルス感染症拡大防止対策の一環として先月、当院の本館、南館入り口に
それぞれ「サーマルカメラ」を設置致しました。カメラの前に立ち、モニターに自分の
姿を映してわずか1秒で体温を測定する事が出来ますので入り口で混雑なく検温を行う事
が可能となりました。設定温度以上の熱を検知するとフラッシュと警告音が作動します。
その際には受付にお声かけください。今後も安全な病院運営の為、感染拡大防止
対策の徹底を図って参ります。

応 募 要 項
応募条件 : オリジナルで未発表の川柳
応 募 先 : 〒257-0001 秦野市鶴巻北1-16-1　鶴巻温泉病院  地域連携室  まきちゃん川柳宛
応募条件 : オリジナルで未発表の川柳
応 募 先 : 〒257-0001 秦野市鶴巻北1-16-1　鶴巻温泉病院  地域連携室  まきちゃん川柳宛
応募方法 : ハガキまたは用紙（形式自由）に下記①～⑤をご記入の上、
 郵送または鶴巻温泉病院応募箱（本館1Fロビー）に直接ご投函ください。
 ①川柳（作品）　②ペンネーム　③住所　④氏名　⑤電話番号

　このコーナーでは、読者の皆様からの川柳を募集しています。題材は何でもOK！日常のことや
健康のことなど、川柳でつぶやいてみませんか？掲載された方には粗品を進呈いたします。

まきちゃん川柳

※住所・氏名・電話番号は、掲載された方への賞品発送のため鶴巻温泉病院が利用させて頂くものとし、その他の目的では使用いたしません。

鶴巻温泉病院ではメールマガジンを発行しています。健康や医療・介護に関する情報満載です。是非登録して
ください。
メルマガ登録方法▶QRコードを読み取ってメールアドレスとお名前（ニックネーム）を入力してください。

「可愛い門松」
新年を迎える前に「門松」を作りました。
毛糸をぐるぐる巻いて俵を作り、竹に花餅や金の扇子、お花を
つけたら可愛い「門松」が出来ました。
Aさんは「とっても満足！お部屋に飾るわ！」と明るい笑顔が
見られました。

リハビリテーション部　レクリエーションセクション


