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※西脇市多可郡医師会の医師が交代で、入院を必
要としない内科系の軽症患者の診察を行います。
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また︑健康増進啓発ポスタ

矢持

ー表彰式も行われました︒

1月25日(日)

しましょう﹂と呼びかけまし

映二 先生
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幸雄 先生
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信彦 先生
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脇市〜地域医療を守るために
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までご提出ください︒

1月の出務予定医師
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今年もよろしくお願いいたします。
昨年の11月24日、市民会館にて「第６回市民
フォーラム」が開催されました。西脇市民オーケ
ストラの演奏をスタートに、市内の中学生が地域
医療について書いた作文の中から厳選された10
作品の発表があ
りました。
多感な年代の
子どもたちが一
生懸命考え、地
域医療について
のさまざまな熱
い思いを発表し
▲中学生による作文発表
てくれました。
聞いていて胸が熱くなりました。年代を問わず市
民全体で『地域医療』について考えていくことが、
未来の西脇市につながるのだと感じました。
今回の交流を大切にし、次世代へとつながる活
動をしていきたいと思います。

109

西脇市下戸田652-1
西脇病院救急外来室
◆診察日 日曜日
（年末年始を除く）
午前9時〜午後5時
◆問合せ ☎23−5380
○病状やけがの様子など電話であらかじめご連
絡ください。電話が混みあいご迷惑をおかけ
することがありますが、しばらくしてからお
かけ直しください。
○必ず健康保険証を持参ください。
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西脇小児医療を守る会
☎090−8538−1337 石井
http://www.kodomonomirai.com
info@kodomonomirai.com
◆問合せ

西脇病院では︑平成

中学生と地域医療の授業
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◆ところ
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月採用予定の看護師・助産師

西脇多可休日急患センター
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西脇小児医療を守る会コラム

