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「夢」 
(「夢」とは心が満たされることである。) 

すべての利用者様に医療・福祉を介して夢を実現する 
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 ２階フロアでは今月の誕生
者の方のご希望にお答えし、
平岡のロイン亭に行って参り
ました。  

 普段、施設ではなかなか召
し上がれない焼肉を思う存分
堪能されて来ました。 

食欲の秋・・・↓↓ 

○○の秋 

 懐メロから唱歌までエスポワール 
にはボランティアさんの歌声を楽しみ 
にしている方が多くいらっしゃいます。 

 １０月１３日には歌声サロン（虹の会
様）が利用者様と一緒に歌って下さり 

２８日には入所されている方のご家族
様の紹介でカラオケ（緑声会様）という
ボランティアさんが本格的に機会を持ち
こんで施設に来て下さりました。 

 入所されている皆様も懐かしい歌に耳
を傾け、その歌を聴いていた頃に想い
を馳せていた事と思われます。 

 
 
 
  

音楽の秋・・・↓↓ 

研鑽の秋。↑↑ 

 去る11月6日7日とで第23回北海
道老人保健施設大会に日頃の仕
事の集大成と言うべく研究発表をし
て参りました。  
 当然、発表までに費やした時間と
労力はこれからの実践に間違いな
く役に立つことと思っております。  
 今年は４演題も発表する事となり、
参加施設の中でも一番多く、２１名
参加させて頂きました。 
 

 

  

ハロウィンの秋・・・↑↑ 

 いつの間にか定着しつつあるハ
ロウィンもまだまだ、ここエスポ
ワールへご入所の皆様には目新
しく、仮想した園児たちに暖かい
視線と僅かばかりのお菓子を手
渡しました。 

園児よりも先生の仮装の方が、力
が入っていたのは言うまでもあり
ません・・・。 



栄養科通信 
～食はココロ～ 

南瓜グラタン（カボグラ）の簡単レシピ 

  今月の一枚！ 

  
            

 南瓜にはビタミンAやβカロチンなどが含まれており、特にβカロチンは粘
膜などの細胞を強化して、免疫力を高める働きがあります。免疫力が高まると
外から侵入してくる有害な細菌やウイルスを撃退するだけでなく、抗がん作用
も高まります。 
 

 

予防無くして・・・ 

千恵美の○場放浪記！ 
 「ごちそうさん食堂」 
  北広島市美沢3-4-20エルフィンハウス 

定食が日替わりで三種類。夕食も三種類。ママの愛の

詰まったボリューム一杯の定食です。お腹を空かせて

行って下さいね。 

今月は朝一番のリハビリ室 

です。普段、ご家族様はあ

まり目にする事が少ない、

リハビリのプロ集団による

訓練です。一日一触。 

私は一日四食。 (；一_一) 

 

 

材料～2人分～ 
 
玉葱…1/4個 
ベーコン…1枚 
しめじ…30ｇ 
なす…1本 
かぼちゃ…180ｇ 
バター…5ｇ 
コンソメキューブ…1個 
塩・胡椒…少々 
ケチャップ…大さじ1.5 
溶けるチーズ…1枚 

 

作り方 
 

①南瓜は小さく切り、レンジにかけ柔らかく
しておく。 
②玉葱はスライス、ベーコンは2㎝幅にカッ

ト、なすは   食べやすい大きさに切り、
水にさらしておく。 
③バターを溶かしたフライパンに玉ねぎ→
ベーコン→しめじ→なすの順に炒め、コンソ
メ、塩コショウ、ケチャップで味付けする。 

④耐熱容器に入れて、溶けるチーズをの
せオーブンでチーズがこんがりするまで焼
いて出来上がり。 

 日に日に肌寒くなってきております。感

染対策委員会ではインフルエンザゼロを目

標に職員を始め利用者様も手洗いとうがい

に力をいれております。 

 ご面会の折には１Fトイレに寄って頂き、

手洗いとうがいをお願い致します。うがい

用の紙コップやマスク・アルコール洗浄剤

をご用意しておりますので是非ご活用下さ

い。 

 
 
 
 

  



リハビリ通信 
文責：中村拓雄 

～ 紅 葉 を 楽 し む コ ツ と 留 意 点 ～   

1．山で紅葉を楽しむ 
 
 山に登って辺り一面に広がる紅葉を見るのはとても綺麗かと思います。 
  しかし、山では①悪天候、②悪路、③急な勾配など様々な悪条件が想定 
されます。何の配慮もせず山道を歩いていると転倒に繋がるかもしれません。 
そういったことから身を守るには、「滑り止めの付いた靴」を履いたり、 
「滑り止めの付いた杖」を使ったりといった工夫が必要です。 
  
2．ドライブで紅葉を楽しむ 
  
 子供や高齢な方にとって、山道を散策するというのは体力的に厳しいかと思います。 
  しかし、ドライブであれば車内から紅葉を見ることが出来るだけでなく、途中で車を止めて間近で紅
葉を見ることも出来ます。 
そんなドライブで注意したいのが「急性肺血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）」です。長時間椅子に
座ったままの状態を強いられると、足の血流が悪くなり静脈の中に血の塊（静脈血栓）が出来ることが
あります。 
この静脈血栓は歩行などをきっかけに足の血管から離れ、血流によって肺に到着し、肺の動脈を閉
塞します。 
 これを防ぐには、十分な水分摂取と適度な運動（車内で軽く足首を動かしたり、車外で体を動かすな
ど）をするのがお勧めです。   
 
3．夜に紅葉を楽しむ 
  
 昼間に紅葉を楽しむ方が大半かと思いますが、夜にライトアップされた紅葉も綺麗なものです。太陽
に照らされているのとは違い、暗がりの中でより一層紅葉が鮮やかに輝きます。夜に紅葉を楽しむ 
中で注意すべきは気温です。上着を一枚多く着たり、手袋やマフラーを用いて防寒対策をしましょう。 
  
4．紅葉と一緒に楽しむ 
  
 特にお勧めなのが温泉に浸かりながら見る紅葉です。旅館やホテルに宿泊し、露天風呂で紅葉を
見るのもいいですね。しかし、注意したいのが飲酒後の入浴です。飲酒後の入浴は酔いを悪化させる
だけでなく、平衡感覚を乱し転倒に繋がるだけでなく、脳や心臓の血流を減少させ、脳貧血や心臓発
作を引き起こす可能性があります。また、生体反応として飲酒後の一過性の血圧低下と、入浴に伴う
血圧低下の相乗効果でより一層血圧が下がり失神して溺れてしまう可能性もあります。これを防ぐに
は、入浴前に飲酒しないに尽きます。 
  
以上、何点かご紹介しましたが、注意しつつも秋を楽しみましょう。 

 

・北海道でも10月、11月といえば紅葉狩りに行く機会もあるかと思います。 
・今回は、紅葉を楽しむコツとリハビリの視点から幾つか注意すべき事項についてご紹介します。 

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 



地域の知域 

「マイナンバー」をかたる詐欺にご用心 

クリスマス会＆家族交流会のお知らせのおしらせ 

今回エスポワール北広島入所フロアではクリスマス会＆家族交流会を企画しており、 

開催日時が決まりましたのでご報告させていただきます。 

 

日時   平成２７年１２月２０日（日）      午前１０：３０～１２：３０  

場所   エスポワール北広島１Ｆ 通所リハビリフロア 

 

クリスマス会では利用者様、家族様に楽しんでいただけるステージ発表を企画してお

ります。 又、お子様が来てくれた際はクリスマス会ということでちょっとしたプレゼント

もご用意されていただきます。 家族交流会では施設での取り組みなどを説明させて

いただき、テーマをもとに家族様とエスポワール職員との意見交換会を行います。 

 次回のエスポだよりでは、クリスマス会＆家族交流会の詳細をを掲載させてい 

ただきます。 

ご多忙の中とは思いますが、多くのご参加お待ちしておりますのでよろしくお願い致し

ます。 

 

 １０月から始まった「マイナンバー制度」に便乗した詐欺等、勧

誘が起きています。 

 

 ①行政機関を名乗り、口座番号を取得しようとする不審な電話 

 ②行政機関の職員を名乗り、資産などの情報を聞き出そうとする女性の  

   来訪 

 ③マイナンバーの管理をうたう業者からの不審な電話 

 ④早く手続きをしないと刑事問題になるという不審な電話 

 

 こうした電話や訪問があった際は対応に十分に注意をしてくだ

さい！マイナンバーの手続きで、行政機関が口座番号や口座の

暗証番号、所得や資産の情報などを聞いたり、お金やキャッシュ

カードを要求することは一切ありません！ 

 誰もが「私は騙されないから大丈夫」と思いがちですが、改めて

気持ちを引き締めていきましょう。 

 



 今年の7月にリニューアルオープンした鮭のふるさと千
歳水族館へ行って来ました。内装も一新され、とてもきれ
いになっており楽しめました。魚も沢山いましたがこの日
は鮭を見ることが出来ず残念でした。  （今荘・渡部） 
 
 

●秋の外出行事 

珍しい魚も見ることができまし
た。こんな魚見たことあります
か？ 

～サケのふるさと 千歳水族館～ 



まずは空港内を見学！沢山の人に圧倒され行き着く所は展望台でした。展望台では飛行
機を近くで見て皆さんいい笑顔でした。中のお店ではソフトクリームを食べたり、お土産を
買ったりと楽しい一日を過ごしました。 
                                           （柴崎・中林・福本） 

間近で見る飛行機は圧巻！！ 
思わず見入ってしまいました。 

今年もたくさんの方が外出レクに 
参加して下さり、ありがとうございました。 
来年のご参加もお待ちしております。 

～新千歳空港～ 



 
 以前デイケア通信でお知らせしたしたことがありますが、 
予防フロアで大切に育ててきたパッションフルーツを 
ついに収穫しました！ 
 実が落ちてから数日置いてからやっと食べれるパッショ 
ンフルーツですが、一個の実をどうやって分けよう…？ 
考えた末、果汁を絞ってサイダー割りにしてみました！ 
 
 南国の甘酸っぱい味がしましたよ！        
                                

予防フロアでは10/14～ 外出レクに出かけています！ 
 
回転寿司、ジャスコ、千歳水族館など、思い思いの場所で今年最後の外出を楽しまれまし
た！水族館では沢山の鮭を見ることが出来、天気にも恵まれ良い外出になりました！ 

10月15日にはお茶会がありました！ 
 
型を気にせず、みなさんでおしゃべりを 
しながら、お抹茶と和菓子を楽しまれました。 
柿や栗の形をした季節の和菓子がとても 
可愛らしかったです！ 

●秋の外出行事 予防フロア編 



○連絡ポーチについてのお願い○ 
・2種類の連絡ポーチですが、利用料をお支払の際はＢ５サイズの小さい方をお使い
いただきますようお願い致します。また、ポーチ内の書類(ケアプランや献立など）に
つきましては、確認後ポーチより出していただき、ご自宅にて保管していただきますよ
う重ねてお願い致します。            

 介護フロアの行事食は「ご馳
走定食」でした。中華定食に味
噌カツ定食、炙り焼きチャー
シューのとろろ丼など、お店に
行った気分を味わえるようなお
食事にしてみました。 
バラちらし寿司は、配膳の際
「見た目がきれい、おいしそう」
と喜んでくださっていました。 

 予防フロアの行事食は『秋の
彩り御膳』でした。今回は毎日
違うメニューにしてみました！さ
つまいもごはん、栗ごはん、き
のこのﾋﾟﾗﾌ、さんまの龍田揚げ、
舞茸の天ぷらなど、秋の食材を
ふんだんに使用した献立です。
「きれいだね。」「美味しいね。」
と喜んでいただけました！ 

【天ぷらそば定食】 【海鮮バラちらし定食】 

【秋を感じる栗御膳】 【鮭三色丼御膳】 

10/12体育の日 
 ポプラ会さんが民謡、三味線を披露しに来てくれました。太鼓や尺八と本格的な演奏で、皆
様聞き入ってしまい、涙される方もいらっしゃいました。 
最後には北海盆踊りに合わせ、ポプラ会の方々の振りを見ながら利用者様スタッフと輪に加
わり盆踊りを満喫しました。皆様、充実した時間となったようです。           （太田） 



行 事 案 内  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

～若毛の至り（祟り？）～毛活から婚活～ 

リレーエッセイ 

○お車ご利用の方 

 輪厚インター（ETC専用）より1分 

 札幌南インターより１０分 

 千歳空港より３０分 

 

○公共交通機関ご利用の方 

 地下鉄福住駅より輪厚ゴルフ場経由北広島駅行き 

 （中央バス）にて４０分 

 北広島駅より輪厚ゴルフ場経由地下鉄福住駅行き 

 （中央バス）にて１５分 

 

○シャトルバス(北広島駅・大曲方面) 

 月曜日～土曜日まで祝日を除き毎日運行中 

 ※詳しい時間帯等はお問い合わせください。 

～アクセス～ 

 
医療法人社団翔仁会 
   介護老人保健施設エスポワール北広島 
〒061-1264 北広島市輪厚７０４番地１６ 

TEL.011-376-3911  FAX.011-377-5621 

 

 

 

 エスポワール３Ｆ入所フロアで主任を務
めている塚本 博之です。 
今年の１２月で３０歳を迎えるにあたり気
になる問題が出てきました。 それは徐々
に広がっていく額についてです。 
 僕の父親はてっぺんから髪が薄くなって
おり、おじいちゃんは前から髪が薄くなっ
ていました。その遺伝子を受け継いだ僕
は・・・。 高校を卒業してから金髪にして
みたり、パーマをしてみたりと色々髪を傷
めてしまった事も今は後悔しています。 
現在は朝と夕に育毛ケアをすることが日
課となっています。 髪の毛があるうちに
早く結婚したいものです・・・。笑 
 次回こそ入所のユニットリーダーを務め
る永遠の二十歳？らしい素敵女子 石川
英理さんです。ご期待下さい (*^。^*) 
 
 

11/  2（月）13：00～14：20  傾聴ボランティア （入所者） 3Fフロア 
11/  7（土）13：00～14：00  生け花教室  （入所者） 2Fフロア 
11/10（火）12:30～13：10    手芸サークル（予防通所者）エスポ１F 
11/10（火）14：00～14：55 歌声サロン  （入所者） 3Fフロア   
11/10（火）12：30～14：30 ヨーカ堂移動販売 （入所者・通所者）  
11/11（水）13：30～14：30 書道教室  （入所者） 2Fフロア 
11/21（土）13：00～14：00 生け花教室  （入所者） 2Fフロア 
11/25（金）13：30～14：30 書道教室  （入所者） ２Fフロア 
 
 
 
 

 

数年前の塚本氏 

ど
こ
か
似
て
い
る
沖
田
氏 


