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早いもので 10 月となりました。またインフルエン
ザの季節到来です。今年は早く流行しそうという情報
もあるのでご留意ください。今回は FM 敦賀で 9 月に
放送された分を抜粋して掲載させていただきます。

ちてきているのではないかという実感があります。

まず敦賀の医療と介護をとりまく現状がどうなって

医療・介護も将来安心できる状態ではないのです。

いるか考えてみましょう。

第四に町内会などの地域共同体の助け合いの力が落
以上、いくつかの敦賀の状況を眺めてきました。
現在、国は地域医療構想、包括ケアシステムという政

第一に若年層が減少し、高齢者が増加する傾向があ

策を展開しています。簡単に言えばそれは、費用のか

ります。このことは財政の問題だけに留まらず医療・

かる病院への入院を出来るだけ少なくして、軽症の方

介護職に就く人も減少する事を意味します。

は自宅などで療養をしてもらおうという構想です。果

第二に敦賀市は福井県の他地域に比べ核家族が進んで

たしてこの敦賀において、このような事がうまく機能

います。このことは家族間の介護協力が得にくくなる事

できるかどうか。敦賀の現状を考えると不安ですが医

につながります。今の街の状態で自家用車に変わる移動

療・介護職だけでは難しいので市民の皆さんのご協力

手段を早く整えることが重要な事なのです。

をお願いします。とにかくみなさん、何歳になっても

第三に敦賀市は運動習慣のない方が多いのではないで

遅いということはありません。何かに頼るのをやめ足

しょうか？少しの距離でも自家用車を使う習慣？を持っ

腰を鍛え、食事に気を使い、健康で自立した生活が続

ている方が多いようです。

くようにがんばりましょう！

院長 川上 究

ヘルシーランチ

健康カフェ｢むすび｣
あなたは大玉トマト派？ミニトマト派？

さて栄養価はどちらが高いでしょうか？同じ量
を食べた場合ミニトマトを食べた方が、カリウ
ム・カルシウム・ビタミン B 群・ビタミン C・食
物繊維等すべて 1.5～2 倍、リコピンは 3 倍、そ
して今注目されている動脈硬化予防、血糖値・血
圧の正常化、免疫力のアップ効果のある「トマト
サポニン」が 3～5 倍も多く含まれています。是
非一日に 4～5 個のミニトマトを生で食べましょ
う！
（良子）

（毎週水曜日のみ）
10 食限定･予約優先
9 月 13 日の献立より

①大葉の梅ささみ春巻き
②なすの冷製
③キャベツのゴママヨ
④あつ揚げのオイスターソース煮
⑤小松菜としいたけのみぞ汁
⑥ごはん（100g）
総カロリー

１８７Kcal
３８Kcal
３８Kcal
９０Kcal
２０Kcal
１７８Kcal
５５１Kcal

前回は足の指（以下足趾）を動かしてほぐしていきましょうという内容でした。今回はその続きを書いていき
ます。
2017 年 10 月
まずは写真 1 を見て下さい。当てはまる人は多いのではないでしょうか。指の関節や骨が痛い・指の間が痛い・
巻き爪・タコやウオノメ・足の裏の痛みやつり感・О脚・X 脚など足のトラブルがある方はほぼ
100％写真 1 の
神無月号
変形のいずれかを持っています。そこから足のアーチが崩れ体のゆがみにつながり、バランスを補正するために
全身の筋肉や間接に余分な力が加わります。それによって膝痛や腰痛や肩コリなどの症状が発生すると考えられ
ます。
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写真 1
そのためにまずは前回紹介したように自分の手を使い足趾を動かしてほぐしていきます。

俳句教室だより

私も秋と 言え ば「食 欲の秋 」よ

吹 く 風 も さわ や かな 秋 晴れ の
心地よい季節となりましたね
ー 。私 には 中学 三年 生と小 学五
年 生の 二人 の息 子が います が二
人 とも 毎日 野球 に明 け暮れ て食
欲 も旺 盛で 白ご 飯も 本当に よく
食べます

ねーと言い ながら 栗にさ つ ま芋・

梨・柿・秋 刀魚と 大好き で 美味し

いものばか りなの で顔が ほ ころび

ます。秋は よく眠 れてご 飯 もおい

しいのです が、こ れ以上 体 重増加

しないように気を付けないと・・・

朝晩めっ きり 肌寒く なって きま

したので皆 さん体 調を崩 さ ないよ

うに温かく してお 休みく だ さいね

～

（美由紀）

15 10

最 近 で は 川柳 が 流行 し てき ま
したね！
五・七・五の中には自分の気持
ち が入 って いる 部分 もある でし
ょ う。 さて 季節 は進 み次第 に秋
が深まりつつあるのを感じま
す 。金 魚の 会の メン バー個 々の
素敵な秋の一句です。 （正美）

ゆるやかに移ろふ雲や秋日和
（正機）
秋の雨恋愛小説読み終えぬ
（智子）
気持ちよき空に向けて紫苑かな
（八生）
秋晴れやきりりと映えし山の形
（幸八）
密やかに降り出してをり秋の雨
（正美）
秋晴の京を旅した日を偲ぶ
（由美子）
秋晴や母の笑顔を思いをり
（京子）

【編集後記】秋と言えば紅葉の秋、
私は毎年何 処か一 か所狙 い を定め
ていきます 。今年 は滋賀 県 周辺に
行く予定で す。紅 葉のト ン ネルを
歩くと気持 ちがい いです よ ね！そ
れでは皆さ んよい 秋をお 過 ごしく
ださい。
（信幸）

【発行】平成 年 月上旬
かわかみ通信 Vol. （神無月号）
医療法人 川上医院
福井県敦賀市松原町１‐
ＴＥＬ： 0770-22-0977
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「足指のばし」引用

写真４
写真６
写真３

マキノ出版

写真４
写真２ 写真３
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しかし体のセンサーはとても優れています。足趾がほぐれ自由に動かせれるようになったら、自動的に足趾を
使ってバランスをとるようになります。その結果、体は本来の正しい位置に戻ります。
次に自分の意思で自由に動かすためのトレーニングとして
「グー・チョキ・パー」運動をしていきます。

立った状態や歩いている状態で正しく足趾が働くようにしっかりケア
していきましょう！

写真２「グー」…指先だけを曲げるのではなく、根元から曲げられるように。
写真３「チョキ」…親指を大きく上下に動かせれるように。

写真４「パー」…指の間が全部離れるように、特に親指が横に開けれるように。

写真 1

