
松戸市八ヶ崎にビックなショッピングモールが出現
した。かねて、公設北部市場跡にエ事中だった同所
に4階建ての177店舗が入り、2019年10月25日に
オープン。
2013年以降、松戸から無くなっていた映画館も入

り、レストラン街もあり一日中楽しめる施設だ。1月の
映画は「男はつらいよ お帰り寅さん」「アナと雪の女
王2」「スターウォーズ」などが新春ラインナップ。

見て、食べて、楽しむ施設。デベロッパーは住友の
子会社住商アーバン開発（松戸駅前のプラーレ松
戸も同社）。
やっと松戸に私も自慢できるショッピングモール
が完成。
それまで、松戸の商圏だけが柏、流山、鎌ケ谷、
三郷、市川など近隣都市に流れ、松戸だけ地盤
沈下していたが、これで好転するかもしれないショッピ
ングモールであろう。 

絵、文  菅谷 功 2019年12月
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内　科

三和病院

藤原  直樹
火曜午前／水曜午後外来診療日

旅 の 思 い 出

千葉西総合病院より2020年1月から3月の3ヶ月の
間、三和病院にて研修させて頂いております藤原直樹
と申します。病棟業務に加え週に2回の外来と自分の病
院では経験できない訪問診療などたくさんのことを経
験させて頂いております。

実は私、生まれも育ちもここ松戸市で実家も三和病
院から程近い場所です（私が生まれた時に三和病院は
まだ存在しませんでしたが…）。私の趣味は生まれ
育った松戸から旅に出て国内色々な場所に訪れ景
色、食べ物、温泉を巡る事です。院内誌の一コラムを
掲載させて頂けるとのことでその松戸から遠く離れた
最近訪れた日本の美しい景色についてご紹介させて頂
こうと思います。

1月に訪れたのは北海道の函館です。有名な話かも
しれませんが、函館五稜郭は江戸時代幕末の日本が鎖
国から開国され、函館港も開港されました。外国との交
渉役として設置された箱館奉行（当時は函を箱と表記
していました）は防衛上の観点から星型の水堀で囲ま
れた五稜郭を建造しました。大政奉還の後、戊辰戦争
にて敗色濃厚であった旧幕府軍、新撰組副長の土方歳
三が逃げ込み戦死した場所としても有名です。現代で
は公園内の五稜郭タワーより五稜郭と函館市街を一望
できます。冬は雪景色、5月には桜満開となり絶好の眺
めです。おすすめのシーズンは11から12月で、その時
期には既に雪景色ですし、活イカを食べられる時期は

その時期を逃すと食べられません。もちろん以前の日
本三大夜景の一つである函館山からの夜景もとても感
動します。5月の桜満開の五稜郭もいつか訪れてみた
いです。

昨年9月には熊本、大分、宮崎、鹿児島の4県を1週
間かけて回りました。その中でもおすすめは宮崎県の
高千穂峡です。私が訪れた時は台風の影響で増水して
おりボートでの遊覧はできませんでしたが、真名井の滝
をはじめ遊歩道を散歩するだけで心が洗われる程のマ
イナスイオンでした。遊歩道を歩いて高千穂神社でお
参りし、11月下旬であれば色とりどりの紅葉を楽しむこ
とができます。九州4県を回りましたが湯布院の温泉は
自分でもびっくりする程お肌がすべすべになりました！
また一番驚愕したグルメは鹿児島のさつま揚げでし
た。坂本竜馬が西郷隆盛と会うために訪れた薩摩で美
味しくて他人の分まで食したつけ揚げ（今で言うさつま
揚げ）は恐らく松戸では食べられないでしょう。ちなみ
に日本で初めて新婚旅行をしたのも坂本竜馬で場所は
薩摩の霧島です。当時は妻と遠くへ出歩くという概念が
なかったのでしょうか？

松戸で生まれ、松戸で育ち。松戸に少しでも貢献で
きるかと松戸で医師をしており、松戸をこよなく愛して
いますがそれと同じくらい旅行が好きです。松戸も素敵
な街ですがたまには遠くの街を訪れてみてはいかがで
しょうか。

医事課からの健診案内
病院の外来窓口、入院窓口、検診などを担っています、医事課です。私たちからは検診のご案内をさせて

いただきたいと思います。当院では、松戸市検診、人間ドック、企業検診、社会保険特定検診、乳がん検診な
ど、さまざまな検診を取り扱っています。予約時には受けられたい検診内容や、症状の有無などを伺い、症状
がある場合は保険診療へ、ない場合は検診予約を取らせて頂くようになります。ありがたいことに、毎年この
時期はたくさんの検診のお問い合わせを頂きます。
しかしながら、年度末の3月に松戸市検診の有効期限が切れることから、予約が大変混み合い、ご要望に
添えない事があります。そこで、当院の場合ですが、6月から8月が比較的に予約がとりやすいので、ぜひ暖か
い時期に検診をご検討頂ければと思います。ご不明な点がございましたら、窓口スタッフにお気軽にお問い
合わせください。
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ギャラリー
毎回かなえの表紙を飾る水彩画を描いて頂いている

菅谷功さんの水彩画を紹介します。

まこも池スケッチ  （2019年7月）

九月の小道  （2019年8月）

11月の秋山地区を歩く （2019年11月）

相変わらす暑い日が続く。江戸川を流山方面に行くと坂川

放水路の松戸水門手前にまこも池緑地（別名主水池：松戸

市）がある。江戸川の土手からもよく見える池である。

この池にはメダカやヘラブナがおり周囲には水生柱物の

マコモが自生している自然豊かな池である。

この日も池には釣り人が多数パラソル持参で糸を垂れて

いた。7月27日は釣り人や地域住民が水草やゴミの大掃除

を行ったので、草も刈られ、池を望む東屋に散歩の人々が涼

んでいた。

池近くの江戸川土手にはムクゲがピンクや白い花を咲か

せ、まこも池に彩りを添えていた。

9月に入り、ここ21世紀の森公園の風景が少しづつ変わり、秋

の色がつき始めた。自然は本当に正直である。8月にあった森や

小道もオリーブ色に変化しつつある。

道端にはエノコログサ（ネコジャラシ）やチカラシバ、オヒシノ

ミ、メヒシバ、メマツヨイグサ、オオバコ、カモジグサ、アメリカセ

ンダングサ、などが散歩道をいろどる。

小道を日傘をさした仲の良いご夫婦が話をしながら、通り過

ぎた。これから公園は日増しに秋色を強めてゆくだろう。

※エノコログサ…和名エノコロは犬の子の意。その花穂は子犬
の尾を思わせることによる。ネコジャラシの別名があるがこれ
は花穂で、子猫をじゃれさせることによる。

ここ松戸市秋山地区は北総線秋山駅を中心に松戸秋山高

校（現向陽高校）、聖徳大学附属高校、中学があり、国分川を

境に紙敷地区、大橋地区、高塚地区などがあります。

秋山地区は最近川沿いにヤードやコンテナ置き場などが

点在。国分川に沿ってぶらぶら散歩。聖徳中・高のある川の

対岸にコンテナ置き楊。

このコンテナには琉球海運の文字や東京⇔沖縄のフェ

リーなどが記載。急いでフォークリフトやコンテナをスケッ

チ。夕方がせまり寒さが体にこたえる時期であった。



寄付金につきましては引き続きご協力をお願いしております。
詳細につきましては下記にお問い合わせください。

医療法人社団鼎会基金へのご協力ありがとうございました
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多数の方々よりご協力をいただきました基金の募集は一旦終了とさ
せていただきます。皆様のご協力ご支援に深く感謝申し上げ、心より御
礼申し上げます。ご協力いただきました基金につき
ましては引き続き大切に運用させていただきます。
三和病院開設以来、皆様のご理解とご協力の下、

地域に根差した医療活動を運営してまいりました。
新しい医療機器の購入や室料差額無料など、より良
い医療の提供や患者様の負担を軽減する運用を
継続していくために一層の努力を重ねてまいります。

医療法人社団鼎会への寄付金の
ご協力をお願いしております

医療法人社団鼎会総務課 TEL047-712-0202

八柱駅発 三和病院発
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昼休み ※土曜日のみ運行
　土曜の最終便

※この便は状況に応じて増便いたします。
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シャトルバス運行予定表

鼎会からの
お知らせ

※交通状況等によって時間通りに運行でき
ないことがあります。
※日曜・祝日・年末年始（12/30～1/3）は
運行しておりません。
※定められたバス停などはございません。
※八柱駅の交番前を目安に発着しております。
※八柱駅前のロータリーの駐車状況によっ
ては、交番前に停車できない場合がござ
います。その際は、ロータリー内の可能
なスペースに停車致しますので、ご了承
下さいませ。

三和病院・八柱駅間

 千葉銀行
●

交番
●

新八柱駅
バス停車位置

停車位置

八柱駅

休診のお知らせ

4月18日（土）…………乳腺外科 渡辺　　修 医師
4月11日（土）  代診
4月20日（月）…………乳腺外科 渡辺　　修 医師
  髙松医師 代診
4月23日（木）…………泌尿器科 橘　　秀和 医師
4月23日（木）…………内　　科 李　　鍾碩 医師
4月25日（土）…………内　　科 高林克日己 医師
4月27日（月）…………内　　科 高林克日己 医師

三 和 病 院

4月 1 日（水）…………内　　科 神﨑　哲人 医師
4月 3 日（金）…………内　　科 渡辺　聡枝 医師
4月11日（土）…………内　　科 渡辺　聡枝 医師
4月23日（木）…………内　　科 高林克日己 医師

八柱三和クリニック

三和病院には「さくらんぼの会」という
乳がん患者会があります。同じ病気と
向き合う仲間同士、年に4回定例会で
集まって話をしています。治療中の方
は、治療に関
する悩みを相
談したり、つら
い気持ちを分
かち合ったり…

さくらんぼの会

参加申込みは、
受付・外来のスタッフまでどうぞ
登録費：1,000円（年会費などはありません）


