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雨が続いた夏ですが、それでも暑かったですね。イギリスでは一番暑くても２０ ＊ ８月から国民健康保険証、後期高齢者保険証、子ども医療費助成受給
券が更新されています。ご来院の際は、Ｈ２９年８月以降の新しいもの
度ですから、上着を着た紳士でいられる訳がわかったような気がしました。蒸し
暑い日本では、なるべく蒸発を促して体内から熱を放出しないといけないのです
をご持参ください。
が、湿度が高いとそれもままならず、やはり外的な助けが必要です。風通しを
予防接種番号シール』
制度を導入しました。公費
良くすること、エアコンで除湿すること、身体を洗って汗腺を詰まらせないこと、 ＊ 千葉市は今年度より『
のワクチン接種には予防接種番号シールと母子手帳が必要です。
空気を通し放熱し易い服を着ること、その他、工夫をしないと暑さ対策はでき
ません。
＊ 感冒や咳などの症状があり、受診する方はマスクの着用をお願いして
こういう時、失礼ながら頑固な人は身体を壊しやすいのです。無理して窮屈
います。受付でも、成人用・
小児用を販売しております。
な服を着たり、エアコンは嫌いと使わなかったり、水を飲むと汗をかいてみっとも
ないから飲まないとしたり・
・
・
、そんなうちに身体を壊して人の世話になり却っ ＊ 小児の内服や脱水時の経口補水に使えるシリンジやスポイトが必要な
てみっともなくなったりするものです。節制のできない人も身体を壊します。冷
方は、看護師にお声かけ下さい（
有償）
。
たい物を食べたり飲んだりして胃腸を悪くして食欲が落ちたり、柔らかい物や
甘い物ばかり食べて身体を弱くするのです。婦人たちは、そういう面では強いで ＊ 病児保育のご利用には、前もって登録をしておいてください。ホームペ
ージでダウンロードするか、用紙を受け取って書類記入を済ませ、受付
す。涼しそうな服を着て、遠慮なく飲み食いし、決して無理をせず、休みたい時
に休む・
・
・
、長生きするはずです。
時間を確認して、余裕をもって登録にお越しください。

イギリスの人々のジョークには参りました。どこまでが本当で、何を言おうと
しているのか全く分からないで、楽しそうにするのです。娘たちは相手をして話
しているうちに、意味のないジョークで、それを楽しんでいるだけということがわ
かるのですが、これはヨーロッパ人の特徴のようです。駐車場は全て事前に券売
機で駐車時間に合わせてチケットを買いフロントに置いておくのですが、無料時
間を超えたら、なんと５０ポンドの罰金を取られました。鉄道の切符も行く先
まで買っておかないと罰金を車掌に取られます。出る時の改札がないので当然
なのでしょう。ロンドンの公園の広さと多さにも驚きますが、地方での自然の多
さ・
豊かさも感動しました。数百年前の家がそのまま建っており、ホテルもエレベ
ーターがないので３階までトランクを運びます。幾つものトランクを当然のよう
に運んで旅行する人々も見ました。人生は楽しみ、労苦を避けようとしないと
健康で豊かな人生を送れるものですね。
事務長 柏崎久雄

感染症で受診される方へ

発熱やくしゃみ・咳症状のある
方、水ぼうそう等伝染性疾患の方
は、入口、待合室・診察室、 会計
の流れが異なります。また、トイレ
後のハンドソープによる手洗いに
ご協力ください。
★ 入口
正面入口横の中央通路のイン
ターホンを押して下さい。
★ 待合室・診察室
２階の、第二待合室です。
★ 会計
疾患によっては、廊下会計とな
る場合があります。

ヨーゼフのキャンペーン

ロイチン・B グルコ
9 月 29 日（金）１２時まで

聖書を読む会

9 月 19 日(火)午後２時～２時２０分
当院待合室にて行います。
10 月は１7 日（火）です。

旅行中の妻は、いつも全く下調べはせず、私に任せっきりで、暇さえあれば寝 ＊ 栄養指導を当日の予約時間までにご連絡がなく、無断キャンセルした
ています。ぐっと起きると、お腹が空いたわ、とレストランで栄養たっぷりな注文
場合、１０８０円のキャンセル料が掛かります。
をして、時間を掛けても食べきります。うれしそうに、楽しそうに過ごし、英語
株）
ヨーゼフでは、メーカーに合わせて、ロイチン・
Ｂグルコのキャンペー
が話せないのに人に話しかけ、勝手に解釈して満足します。娘たちは、お母さん ＊ （
は幸せね、と呆れながら、私には、お父さん何歳までこんな旅ができるのとねぎ
ン販売を、９月１日（
金）
から９月２９日（
金）
まで行います。
らいながら、やはり美味しい物を注文して食べまくるパターンは同じです。楽し
＊ 今年度のインフルエンザの詳細は９月下旬にホームページに掲載予定です。
そうな彼女らを見ながら、女性は強い、と感嘆します。
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＜イギリス旅行記＞2017.8.10.～8.16.
今回のイギリス旅行の目的は、その風土と食事の状況を知ること、イングリッシュガーデンを調べる
こと、そして日本との総合的な比較ですが、風光明媚な景色としっかりとした食事を堪能しました。ま
た、世界旅行をしている二人の娘たちから多くの情報を得るとともに、倹約してタンパク質不足となっ
ていた娘たちの身体が回復するまでの様子をしっかりと確認できました。最高気温が 20 度で朝は 12 度
という涼しさで雨も多く、ドライブ旅行で良かったと思いました。
ヒースロー空港では入管前の列でドイツから来た次女と出くわしました。このままロンドンに残る次
女の為に地下鉄の乗り方を教えようとオイスターカードを購入しました。カード代は 5 ポンド（1 ポン
ド＝約 150 円）で 20 ポンドのチャージも含めて窓口でクレジットカードで払いました。2 回乗り換えて
ハイドパークにあるホテルに向かいましたがオイスターカードを使用した料金は 3.1 ポンドで、既に着
いていた三女はクレジットカードで乗車チケットを買っていて、料金は倍額でした。ヒースローエキス
プレスは早いのですが 21 ポンドで車内購入は 26 ポンドです。ロンドンの地下鉄は時間帯により料金が
異なり朝夕の繁忙時には高くなり、オイスターカードを用いると半額であり、ゾーン毎の上限料金があ
ります。但し、地下鉄駅を降りて普通の鉄道にそのカードで乗ると違反金を取られます。地下鉄は大変
混雑していますが、全く駅員はいないので、自分でしっかりと目的地を確認して乗り換えなければなり
ません。同じホームから違う方向に行く場合もあるので、電車に記してある目的地も確認します。
ホテルからハイドパークを斜めに横断してバッキンガム
宮殿に行ったのですが 4 キロもあり、娘たちと楽しく歩い
て 1 時間以上掛かってしまいました。夏は宮殿の中を見学
できるのですが、時間を過ぎてしまい、お腹が減ったとい
うので、前に行ったこともあるインドレストラン“QUILON”
で夕食です。ロンドンは世界一インド料理が美味しいと言
われる通り、女性達は歓声を上げて食事をし、上品な店員
たちから喜ばれていました。決して辛過ぎず、日本料理を
想わせるものもありました。チップは決して受け取ろうと
しませんでした。
バージン鉄道 Euston 駅発 9 時半の電車に乗ろうとして駅に着いたの
ですが掲示板にはホームは 9 時 15 分に知らせるとあるので、
その下に
は人だかりでした。掲示が出て列をなして乗車するのですが、すぐに
発車でした。一等車で 4 人掛けのテーブル席と二人用の向い席で、ト
ランクは専用の置台がありました。すぐにメニューが渡されたのです
が、
ベジタリアン用やグルテンフリーのメニューがあり感心しました。
予約時期によって料金が割引され、私は 2 か月前に Trainline で予約し
てチケットを日本に郵送してもらいました。Preston まで 335 キロです
から東京と名古屋間と同じくらいで、郵送料 10 ポンド、予約代
と預り金 10 ポンドを含めて 440 ポンド（＝66,000 円）です。
なお、帰りはバーミンガムまで 166 キロを二等車で 170 ポンド
でした。これは静岡までの距離ですから、料金は約 1.7 倍です。
これは混みあっていましたが、トランク置き場はありました。4
人掛けのテーブル付きの席が左右両側にありました。日本の自
由席よりは快適で、グリーン車と
いうよりは家族向けに配慮された
もので、こちらのほうが和やかで
す。座席は倒れません。
湖水地方にはレンタカー店が一つしかなく、7 か月前に Rentalcar.com で
最後の一台として予約できたのが湖水地方の Windermere から 85 キロ離れ
た Preston の駅から少し離れたところでした。イギリスの車にはナビがつ
いてなく、タクシーなどもハンドルの横にスマートフォンを付けてナビに
しています。私はグーグルナビを用いましたが、Wi-Fi に常時接続して 830
キロを 5 日間で走ったので、ドコモの請求が心配です。娘たちは日本でシ
ムフリーのスマートフォンを買い、現地で接続料込みのシムを買うのです
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が、その他に連絡用のものを持っています。これで一泊千円前後の安全なホテルを探し、シチリア島で
は高いので民宿のテントに数日泊まったら、家主が心配して食事を差し入れしてくれたとのことでした。
ともかく、ネットで宿泊も食事も言葉も確認するので、スマートフォンがなくてはどうしようもないそ
うです。次女はこれで、トルコ・イスラエル・ヨルダン・スペイン・フランス・クロアチア・イタリヤ・
ドイツを 4 か月に渡って、一日 2 千円くらいで旅をしてきたそうで
す。
最初に行ったのは映画“Shall we ダンス？”でも紹介された観光地
Blackpool で、1894 年に建てられた鉄塔のタワーに上りました。横
は寒風の荒れ狂う波が打ち寄せる海で、158ｍのところにガラスに囲
まれたところがあり、皆で写真を撮りました。
1 時間ほど運転してウィダミアに着きました。この地方のホテル
は小さいものばかりで夕食は付かないのですが、イングリッシュブ
レックファーストはボリュームがあり、
質も良く美味しいものです。
焼きトマト、ソーセージ、ハム、目玉焼き、煮豆、焼きマッシュル
ーム、揚げポテト、パン、そして紅茶にミルクを入れ、フルーツも
ヨーグルトも出ます。このパターンはどのホテルでも同じで、女性
たちは当初はエッグベネディクトやオムレツを注文していましたが、
次第に私と同じがっしりとした英国朝食を食べるようになりました。
なお、残ったパンやハムはナプキンに包んでいつも昼食用に持ち帰
りました。
3 日目は KirkstonePass という“DangerousRoads”と紹介される狭い
道を走り、氷河に削られた雄大な山々を巡るドライブとなりました。
1 時間ほど走るとアルスウォーターに着き、
蒸気船に乗って 2 時間、
雨の中寒いので船の中で湖水を眺めていましたが、大変綺麗な景色
でした。傍のレストランでサラダやスープの美味しい昼食を取り、
少し走って Aira Forth という滝を見に駐車場から 20 分ほど歩いて山道を登りました。途中、ピノキオの
映画に出てくるような面白い木に出会いました。

アルズ湖をぐるっと回り遠回りをして Castlerigg というストーンサーク
ルに行きました。高速から狭い道を 4 キロほど走ると車が脇に多く停まっ
ているので降りてみると木戸があり、羊の広大な放牧地の中に確かに石が
円状に並んでいました。山に囲まれた綺麗な広い丘で楽しく祭りをするた
めに置かれた石のような印象でした。道をそのまま走ると 4 キロ程でケズ
ウィックの市街に出て、土曜なのでマーケットがありました。シャレた街
で娘たちが気に入り、そこで花瓶を買いました。帰りは 40 分ほど走って
Ambleside という町の大きなタイレストランで食事を取りました。娘たちが
タイ料理が好きなようで、一品料理を次々に注文し、どれも美味しく食べ
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ました。私たちがどこの国の人に見えるか聞いたところ、シンガポールと言われました。私はどうも日
本人には見えないようで、日焼けした娘たちもタイの娘のようでした。
翌日は礼拝を守るために 70 キロ離れた Workington の同じ教団の教会に行きました。牧師はおらず、
信徒のリーダー二人を中心に 30 人ほどで会堂を数年前に建てたということでたいそう喜ばれました。
帰
りは海沿いの道を行こうということになったのですが、途中でナビが近道を示し、大変な山道を走るこ
とになりました。全く車は走らず、肥えた羊が珍しそうに見つめるだけでした。2 時間ほど走りトイレ
を求め始めた時に、初めてのレストランがあり、Prince of wales という名で「忙しい、忙しい」と言いな
がら、美味しい料理を出してくれました。更に 40 分ほど走り、前日は入場時間を過ぎていて断念した
Sizergh Castle & Garden を目指しましたが、なんと城の中に入る時間が過ぎていて庭だけを味わうことに
なりました。しかし、ここの庭は私が見た数十のイングリッシュガーデンの中でも最も優れたものの一
つで、見事な植栽とデザインでした。むろんナショナルトラストの所有です。

次はピーターラビットで有名なビアトリクス・ポターの家に行くために、車一台しか通れない道を選
んだ娘の誘導で対向車を心配しながら小一時間運転しましたが、５時を過ぎていて入れませんでした。
そこでウィンダミア湖を一望する Orrest Head に登りました。幸いこの日は雨が降らなかったので良か
ったのですが、雨の中はとても登れない道です。山頂からは湖を含めた美しい眺めが見事でした。下り
は道に迷って、再び山頂に戻ってしまい、先に写真を撮ってもらった青年が心配して逆方向の牧場方面
の道を案内してウィンダミアの町に送ってくれました。彼とはパブで一緒に食事をしましたが、画家で
毎日散歩に山頂まで来て景色を描いているとのことでした。大学の英語の教師でもあり、シンガーソン
グライターで日本のキングレコードから丁度アルバムを出したとのことでした。
娘たちは店の人や出会う人々と明るく親しく接しながら、私たちへも気を使ってくれて楽しい旅行が
できました。来月は、シェイクスピアのストラットフォードアポンエイボンやオックスフォードの滞在
記などを報告します。次女はそのままロンドンにしばらく残り、三女はスペイン巡礼の旅を始めていま
す。私たち夫婦は、歳と共になかなか治らない時差ボケに対処しながら、日常の生活に戻りました。

≪診 療 時 間 ≫

月曜～金曜（午前 8 時 30 分～12 時 10 分、午後 2 時 30 分～5 時 30 分 ）
土曜
（午前 8 時 30 分～12 時 10 分、午後 2 時～4 時）
休診日
木曜、日曜、祝日、年末年始
・各種健康保険取扱機関 ・生活保護指定機関 ・介護保険取扱機関
・特定疾患取扱機関
・結核予防法指定機関 ・自立支援医療機関
・身体障害者認定医 ・各種健康診断 ・小中台小学校校医
・栄養療法(分子整合医学)
（携帯サイトへ）
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