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小さな池戦記

〜 空中戦・地上戦 〜

ります。15 年前に高知県越知町に居を構え
る時、仁淀川で何時でもアユの友釣りができ
るように、おとり鮎を飼っておくための池が
欲しかった。越知町は「奇跡の清流」、「仁淀
ブルー」で有名な仁淀川の河川敷にあるので、
地下水は直ぐに出ると思いボーリングを依頼
しました。しかしなかなか水が出ず、15ｍま
で掘ってやっと地下水脈に達しました。さて
おとり鮎を放流しましたが多くが飛び出して
死んでしまった。鮎を飼うのを諦めて、錦鯉
と金魚、孫が仁淀川で釣ってきた大きなウグ
イ（イダ）、小さなヤマベ（ハヤ）、カワムツ
などを入れました。鯉、金魚が段々大きくなっ
てきましたが敵がいた。冬場には空から青鷺
が下りてきて鯉をくわえていく。防鳥ネット
を張ったら青鷺がかかってしまった。長い羽
根、首、くちばしや足、とにかく大きな鳥が
バサバサと暴れて気持ちが悪い。青鷺が大き
すぎて手が出せない。手網を探している間に
防鳥ネットから青鷺が外れたが疲れて飛べな
い。捕獲しようと思い手網を差出すとバサバ
サと暴れやっと立ち上がり、2 度 3 度ジャン
プして、もたもたと飛び立った。それ以来防
鳥ネットがあると来なくなった。一方、陸に
も敵がいた。池の縁に立ち、餌を与えるため
人が来ると鯉たちが水面に浮かび上がってく
る。猫が来ても浮かび上がってくるのだ。5
匹居た大きな錦鯉がとうとう 1 匹になってし
まい、猫を警戒して池の底からなかなか浮か
び上がってこなくなった。仕方なく猫害（びょ
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我が家にはタタミ一畳ほどの小さな池があ

うがい）防止のために池の周囲に猫用のネッ
トを張った。鯉が少なくなったとき池を覗い
ていると底のほうに 10cm くらいの黒い魚が
沢山泳いでいるのが見えた。孫たちが仁淀川
で毛ばりで釣ってきたウグイ、ヤマベが泳い
でいるのだ。家の近くに梅ノ木谷（今は梅ノ
木川と言う）の細流がある。時々黒い魚が泳
いでいる。我が家の池の排水溝から逃げたウ
グイ、ヤマベが泳いでいるに違いない。今年
5 月に孫たちが小さな錦鯉を 10 匹ほど買っ
てきて池に入れた。1 匹になっていた大きな
錦鯉に仲間が増え、とたんに元気になり泳ぎ
回るようになった。
今年は仁淀川の鮎が多いそうだ。また鮎を

入れてみるかな。どじょう、なまず、うなぎ
もいいな。小さな池がにぎわっている。

「町民公開講座」開催
平成 30 年 3 月 17 日（土）に高知医療センター
乳腺甲状腺外科科長高畠大典先生をお招きし、越
知町町民会館で「乳がん検診について」の公開講
座を開催しました。
昨今の女性の乳がんについては、その罹患率の
高さや子育て世代の発症などから非常に関心が高
くなって来ており、当日には 200 名近い聴講者
の方々にお出でいただくことが出来ました。
高畠先生からは乳がんの基礎知識から検診の有
用性について、分かり易いご説明があり、大変に
有意義な公開講座となりました。
また、講演後には北島病院が導入している「乳
腺エコー Invenia ABUS」による無料検診も実施
し、沢山の方から検診のご希望をいただきました。
今後も町民の方々には「乳がん」のみならず、
様々な疾病に対して啓発活動を行い、町民の方々
の健康に寄与していきたいと思います。
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検査室はその名の通り検査を
専門とする部署です。検査は主
に血液や尿などの検体検査と、
患者さんに直接検査を行うエコ
ーや心電図などの生理検査に分
けられます。
当検査室では検査専門の国家
資格である臨床検査技師が現在
3 名在籍しています。
病院では普段はあまり目立たない臨床検査技師ですが、当院ではエコーを積極的に
行っているため、患者さんと接する機会は多い方ですので、当院の患者さんであればご
存知の方も多くいらっしゃると信じています！
検査といっても何種類くらいあるかご存知ですか？何と… 1000 種類以上もあるの
です！その中でも当検査室では主に血液の検査、尿の検査、各部位のエコー、心電図、
肺機能検査などなどを行っております（院内で実施できない検査項目であっても外部委
託にて対応しています）。
検査の方法など検査について何かしら疑問がありましたら、お気軽に質問してくださ
い。検査中に話しかけて戴いても大丈夫ですよ！

【自宅でできる転倒予防】
近年、高齢者の３人に１人は１年に１回以上の転倒を経験していると言われて
います。
転倒による骨折は要介護となる主な原因の一つです。転倒予防のために、転倒
の原因を知り、対処方法として今すぐできることを日常生活に取り入れ、転倒し
ない身体づくりを心掛けましょう。
そこで、
①転倒の原因、②原因への対処、転倒リスクのチェック方法、③くつの選
び方、
④自主トレーニング方法の４回シリーズで転倒予防について紹介します。
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第４回目（その 1）は自主トレーニング方法についてのおはなしです。

○運動で「転ばない」身体をつくる

「転倒予防する」ためには、「転ばない」身体をつくることが大切です。「転ばない」身体をづく
りのポイントは、①柔軟性、②筋力、③バランス能力の維持と言われています。

＜自主トレーニング方法＞

①柔軟性向上のためのストレッチ訓練
トレーニングを行うに際して正しい姿勢で行うことがとても重要であり効果的です。
目的：ストレッチをすることで柔軟性を高めると共に、トレーニングを行う準備をする。
１．背中・おなかのストレッチ
１０回
椅子に腰かけ（このとき出来るだけいい姿勢で座ることを心
がけましょう）手を胸の前でくみ、息を吸いながら背中が伸
びるのを意識して手を挙げる
（バンザイの様なかっこう）。ゆっくりと息を吐きながら手を
元の位置に戻す。

２．わきばらのストレッチ
左右各１０回
椅子に腰かけた状態で右手を挙げ左側へ状態を倒しゆっくり元の
位置へ戻る。反対側も同様

３．股関節のストレッチ
左右各１０回
椅子に腰かけ、右の膝（ふとももでも可）を抱える。
ゆっくり元の位置へ戻り反対側も同様に
次回は第 4 回目（その 2）として、ご自分で出来る
筋力強化のためのトレーニングについておはなしを
していきます。

横倉山便り 横倉山アピール実行委員会
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俳句コーナー

6 月 13 日（水）丸山体育館にて、平成 30 年度 若
鮎 スカッシュバレー大会を開催しました。
試合は技術より持久力が物を言う展開！！
参加人数の都合上、休憩なしで試合を進め、決勝戦
は常に 1，2 点を争う接戦の上、フルセットという状況！
大変なスポーツ大会となりましたが、皆の顔から笑顔
が消えることはなく、むしろこの状況を楽しんでいた
ようでした。ポジティブ若鮎ここにあり！！
優勝：MOD
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若鮎スポーツ大会

一、 梅の実を 漬けて今年も 義母思う
一、 梅雨晴れに 洗濯物の 花が咲く
一、 蝉の声 聞こえた日から 夏到来
一、 梅雨空や 命を乗せて ヘリが飛ぶ
一、 新緑に 隠れて咲きし 半夏生
一、 隙間雲 初夏の夜風で 酔いが醒め

昨年に引き続き、今年も 4 月 15 日 ( 日 ) にフジバ
カマ 100 株を横倉山第三駐車場斜面に植栽しました。
今年はほとんどの苗がしっかりと根付いてくれていま
した。また昨年植栽した苗も大きく成長し、今年こそ
はアサギマダラ蝶に会えるのではと期待していたら、
なんと吸蜜中のアサギマダラ蝶を発見することができ
ました！
長距離を旅するアサギマダラ蝶。横倉山で蜜を吸っ
てひと休みし、
元気よく長旅を飛翔してほしいものです。
詳 し く は 横 倉 山 PR ホ ー ム ペ ー ジ や 北 島 病 院
Facebook でご覧頂けます。

今回も佳作がそろいました︒それぞれの
句からは情景が浮かんでくるようです︒
次回のお題は

﹁落ち鮎﹂
﹁収穫﹂ です︒

「旅するアサギマダラ蝶に遭遇」

消火避難訓練

6 月 15 日（金）14：00 より高吾北消防署立会のもと、
北島病院、ライブリーハウス輝合同消防訓練を行いま
した。
「早く安全に、そして確実に」をモットーに避難誘
導訓練を実施。その後消火器の使用訓練を行いました。
消防署からは「誘導の際、声がよく出ていた」との
言葉と、より確実な誘導のためのアドバイスをいただ
きました。早速、マニュアルに追加し、今後に役立て
ていきたいと思います。
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