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( バカボン世代は私達で今のお母さん方は、わからな
い方も多いかもしれませんね…)
ずっこけ日記
境内を降りると……
作：たくさ さん
「結縁（けちえん）の木」の看板が
11 月 3 日ぽよぽよ先生のお誕生日 ♡ 50 歳 なんと 目にとまりました。
半世紀です !(^^)!
読んでみると「結縁」とは
この日、数年ぶりに一畑薬師さんへお参りに行って
「仏様とご縁を結ぶ」という
きました。驚いたのは、目玉おやじのオブジェがお出迎え。 本来の意味があり、これが今日の
欲にころぶな
「縁結び」の語源となります、と書いてありました。
目
次
元気におまいり
結縁の木は二つあり、その一はタブの木が二本結合。
☆ぽよぽよ先生のずっこけ日記
と励まされて出発！！
その二はタブの木とモミジが結合。偶然にできた自然現
……結縁（けちえん）
階段を登り本堂へ
象！？何度も通った道でしたが気が付きませんでした。
☆教えて！ポストくん
お参りしました。
……キッズの質問とお手紙
帰りにお約束の一畑まんじゅうを開眼堂さんでいただ
☆クリニックからのお知らせ
ぽよぽよ先生は、
きスリーショット
……小児緊急電話相談＃8000 について、 何をお願いされたのでしょう？？？
まで撮らせていた
休診のお知らせ、栄養相談日
本堂を降りて西側に行くと十六羅漢堂があります。
だき結縁を実感し
☆重要なお知らせ
その中にレレレのおじさん（バカボンに登場）がおられ
たぽよぽよ先生
……嘔吐・下痢のときの消毒方法はどう
るのをご存じですか？
でした。
したらいいの？
なんとレレレのおじさんは単にお掃除好きな、おとぼ
いろんな発見の
☆みやび先生の歯科情報
けキャラと思っていたら……お釈迦様のお弟子の一人で
一畑薬師さん
「掃除」で悟りをひらいたチューラパンタカをモデルに
でした。
しているそうな。勉強になりました。

ぽよぽよ先生の

結縁（けちえん）

教えて！ポストくん
●ウイルスはどうやってできるんですか？
１０歳の女の子より

人にうつる病気のもとは、「さいきん」と「ウイルス」

があります。さいきんのほうは、自分をまもる
「から」をもっています。いっぽう、ウイルスは
「から」をもたず、ひとりでは、長くいきられません。
そこで、人や動物の体のなかに、すみついています。
そして、すみついたからだのいちぶをつかって、自分
のからだをつくっていきます。

教えて！ポストくん！！に
お友だちから
たくさんの質問が
きましたよ。
ぽよぽよ先生に
こたえてもらい
ました。

●インフルエンザのちゅうしゃは、なんで
２回するの？

●どうしてキャラクターがぽよぽよちゃん
のイラストになったのですか？

インフルエンザのワクチンは、おとなは１回、小学生

ぽよぽよちゃんは、「ぽよぽよクリニック」ができる

９歳の男の子より

までは、２回うつことになっています。
その理由は、いままでに、ほんもののインフルエンザ
にかかったことがおおいほどワクチンでめんえき
（まもろうとする「ぼうえいぐん」）をつくりやすい
からです。だから、けいけんのすくないこどもたちに
は２回うって、めんえきをつくりやすくするためなの
です。

１２歳の女の子より

まえに、ぽよぽよ先生と、とうきょうにおられる
デザイナーさんのふたりでつくりあげました。
コンセプトは、「こどもは、天使」「えがおがたい
せつ」「こころをこめる」の３つをあらわせるキャラ
クターをつくることでした。みなさんに、かわいがっ
ていただいてそのコンセプトは、いきているとおも
います。

教えてポストくん
お母さん達のちょっとした疑問にポストくんが
お答えします。
（病気・症状・栄養相談・育児等）
寄せられた質問・疑問は次回の院内報でお答え
していきたいと思います。ぜひ、活用してみて
下さいね。

●なんで、おくすりをわたすの？
５歳の男の子より

ひとのからだには、自分でなおろうとする「しぜん

ちゆ力」があります。びょういんは、それをおうえん
するところなのですが、せきがひどかったり、ねつが
たかかったりするとちからをはっきしにくいので、
しょうじょうをやわらげるために、おくすりをだす
ことがおおいです。
あと、やっつけることのできる「ばいきんまん」
には、「あんぱんまん」のおくすりをだすことがあり
ます。
いつも、おくすりをがんばってのんでくれて、
ありがとう。

たくさんの質問を
ありがとう。
また、まってるよ～
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★診療カレンダー

クリニックからのお知らせ
小児救急電話相談
＃８０００について
島根県は、平日の夜間や休日に子どもの病気に関する相談を

受ける電話の受付時間を延長しました。
平日は、午後 7 時から翌朝の午前９時まで
休日は、２４時間対応
相談は無料ですが、通話料は利用者が負担する必要があります。

日

2015 年 12 月

月 火 水 木 金 土
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午後休診

休日待機
9:00 ～ 12:00

年末年始は

栄養相談日
12 月 18 日（金）
1 月 15 日（金）

3

4

5

6
午後休診

10

栄養相談 午後休診
（予約制）

17

11 12 13

休日待機
9:00 ～ 12:00

午後休診

18 19 20

午後休診

27 28 29 30 31

1

2

8

9

年末年始のお休みは 1 月 3 日まで

午後休診

13 14 15 16 17 18 19
午後休診

月 火 水 木 金 土

5
午後休診

20 21 22 23 24 25 26

休診のお知らせ
１２月２９日（水）～１月３日（日)、
また、院長出張のため
１月２３日(土）は休診となります。
ご迷惑をおかけします。

2
午後休診

日

2016 年 1 月

午後休診

24

25 26 27

7

午後休診

14 15 16
栄養相談 午後休診
（予約制）

21 22 23
終日休診

28 29 30

午後休診

注：栄養相談は予約制です。前もって
キャストに 声をおかけ下さい。

31

嘔吐・下痢のときの消毒方法はどうしたらいいの？
Ａ・ウイルスは乾燥すると空気中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、便や嘔吐物を乾燥させないことが重要です。
ロタウイルスやノロウイルスなど強い症状の胃腸炎はこども達だけでなく大人にも感染しやすいです。嘔吐物やおむつはできるだけ早く処理するようにします。

【床の消毒方法】

１．使い捨ての手袋とマスクを着用する。
２．ペーパータオルで嘔吐物を完全に除去しビニール袋へ入れ、口を完全に
しばる。
３．ビニール袋へ入れ、口を完全にしばる。
４．50倍に薄めたキッチンハイター(※)を浸したペーパータオルで、嘔吐の
あった部分とその近辺を覆い、その上に新聞紙を広げる。
５．10分以上放置してから、ペーパーと新聞紙を片付ける。
６．その後によく水拭きする。
※水をペットボトル500ｍｌに市販のキッチンハイターをペットボトル
キャップ1杯（10cc）入れたものが50倍に当たります。

【嘔吐物などの付着した衣類の消毒方法】

そのまま洗濯機で他の衣類と一緒に洗うと、洗濯槽内にウイルスが付着する
だけでなく、他の衣類にもウイルスが付着してしまいます。衣類も消毒しま
しょう。
１．手袋マスクをした上で、バケツやたらいなどでまず水洗いをする。(嘔吐
物などをよく洗い落とす。)
２．100倍に薄めたキッチンハイター液（※）で10分漬け、消毒する。
３．通常の洗濯をする。（他の洗濯物とは別に洗うこと。）
※水をペットボトル500ｍｌに市販のキッチンハイターをペットボトル
キャップ1杯（5cc）入れたものが100倍に当たります。

