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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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 今月のお誕生者の方々は恵
庭のいちえさんにお食事会にお
出かけ致しました。 

移りゆく季節を感じながら噂の
釜めしを頂きました。  

 注文をとってから炊き込みま
すので少し時間はかかりますが、
その時間がまた楽しいものです。 

 その種類の多さとスイーツの
充実ぶりになかなか注文できな
いのは利用者様ではなく職員で
した。 

今年最後の外出行事は・・・ 

 北広島にし高齢者支援センターからのお誘いを頂き、11月15日に西部小学校に
て行われた西部地区高齢者慰安会に参加させて頂きました。  

 地域の方と触れ合いながら皆さんが、楽しんで頂けるように、寸劇や○×クイズ
を私たちが行い、リハビリスタッフからは健康体操を紹介させて頂きました。 地域
の高齢者の方々とふれあい、皆様がお元気でいらっしゃる姿を拝見させて頂くこと
が出来ました。  

 これからも地域の高齢者の方々を始め、皆様がお元気でこの地域で暮らせるよう
に、私たちも微力ながら地域貢献をしてゆける職員になりたいと思います。 

 
 
 
  

西部地区高齢者慰安会・・・ 



栄養科通信 
～食はココロ～ 

年末の食生活を見直そう！！ 

  今月の一枚！ 

  
            

お便りメール承ります・・・ 

千恵美の○場放浪記！ 
 「ふなこしや」 
  北広島市栄町1丁目１－１パルシティ１F 

JR北広島駅東口を出たら４５歩でお店につきます。

（私の足で・・）ここでは旬の魚介を頂けます。この

ときはハタハタでした。週末には予約が必須ですよ～。 

先日、入所されました方で

す。ソファで横になる。一

家の主の特権です。自宅と

同じ様に生活が出来る。老

健の家庭的な雰囲気創りだ

してゆきたいです。 

 

 
 
 
 

  

 年末年始は、食生活が乱れる季節。クリスマス・忘年会・新年会とイベント
が多く、ついつい食べ過ぎたり飲みすぎたりしまいがちです。何かと誘惑が多
いこの時期に食生活を見直してみませんか？ 

 当施設ではH２８年１月よりお便りメール

便を開始致します。 

メール通信に対するご意見や身近で起こっ

たほっこりする様なエピソードをご紹介頂

きこの紙面で紹介させて頂いたり、入所・

通所されている利用者様へのメールを下記

アドレスにてお預かりしご本人様へお届け

致します。 

なかなかお手紙だと改まってしまう内容で

もメールなら・・・お孫さんから祖父母様

の誕生日のお祝いメッセージや遠方のご家

族様からの近況報告など利用の仕方はあな

た次第です・・・。 

  

E-mail: social@shojinkai.or.jp 



リハビリ通信 
文責：中村拓雄 

～雪道を歩くときの注意点 ～   

〈歩き方に関する注意点〉 
 
 ①小さな歩幅で歩く 
 →歩幅を大きくしようとすると、その分足を高く上げなければなりません。そうなると当然、重
心移動が大きくなり、転倒し易くなります。 
 ②靴の裏全体を付けて歩く 
 →雪道を歩く時は、重心を体の前（つま先の方）に置き、出来るだけ足の裏全体を路面に付
ける気持ちで歩きましょう。夏場は踵から足を路面に接地するように歩いても問題ありません
が、雪道を同じように歩いたのでは後ろに転んでしまいます。少しつま先に体重を乗せるよう
なイメージでゆっくりと歩けば、転ばずに歩けるかもしれません。 
 ③焦らず余裕を持って歩く 
 →転倒せずに歩くためには、「夏よりも時間が掛かっても仕方がない」と割り切り、予め余裕
を持って行動し、「焦らず」に歩くことが大切です。 
 
〈用具に関する注意点〉 
 
・靴 ： 「ピンや金具付きの底」、「深い溝のある底」、「柔らかいゴム底」 
    など滑り辛い加工がされているものをお勧めします。 
・杖 ： 靴と同様に、「幅の広いゴム付きのもの」、「先の尖った金具付きの 
    もの」など滑り辛い加工がされているものの装着をお勧めします。 
 
〈転倒予防〉 
 
 雪道において、凍った路面を滑って転倒することが多いと思います。転んでしまった場合に、
「尻もちをつく」のか、「頭をぶつけてしまう」のか、それとも「手で支える」のかによって怪我の
程度も違うかと思います。手の付き方によっては怪我をする場合もありますが、両手でしっか
りと手を付くことが出来れば、腰を痛めたり、骨折したり…と大事には至らないかと思います。 
 第一に、手が思うように動かなければ転倒した時も手を付くことが出来ません。下準備として、
「手袋を履き、手はポケットに入れずに」歩きましょう。 
 転倒しそうになった時、手だけではなく、「一歩足が出る」ということも大切です。日頃より定
期的に運動する機会を設け、転倒予防に努めましょう。 
 

 

今年も12月となり、雪も降り積もり季節となってきました。 
 世間はイルミネーションの「てんとう（点灯）」やクリスマスムードに染まっていますが、
この記事を読んでいる方々が注意しなければならないのはこちらの「てんとう（転倒）」
です。 
 転倒事故による怪我は「頭部」、「脚部」、「腰部」の順に多いと言われています。また、
頭部と脚部で全体の70%を占めています。性別で見ると、男性の怪我は頭部が圧倒的
に多く、女性は腕部と腰部の怪我が男性よりも高い割合となっています。 

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 



 
 

クリスマス会＆家族交流会のお知らせのおしらせ 

先月号にてお知らせ致しました入所フロアのクリスマス会＆家族交流会の詳細が

決まりましたのでお知らせ致します。 

 

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』 １０：３０ ～  
 
  ・施設で行っている音楽療法あり、リアルサンタが登場？まさかあのスタッフに 

 あんな特技が隠されていたとは・・。 また、サンタクロースからのプレゼントを 

 かけて本気で対決します。 

 

『交流会』 １１：３０ ～ 
 
  ・施設で行っているレクリエーションの取り組みを紹介した後、グループに分かれ   

 普段の生活の様子をお伝えさせて頂いたりご家族様からのご質問等にお答え出  

 来ればと思います。 

  

※バス送迎時間（当日送迎をご利用になる方） 
 

 迎え      ・北広島駅（西口）９：５０集合 １０：００出発→１０：１５エスポ着 

        ・北広島駅（西口）１０：５０集合 １１：００出発→１１：１５エスポ着 

 

 送り    ・エスポ正面玄関 １１：４０集合 １１：５０出発→１２：０５北広島駅着 

       ・エスポ正面玄関 １２：４０集合 １２：５０出発→１３：０５北広島駅着 

 

※出欠に関しましては、ご面会時にご確認させて頂くか、ご連絡させて
頂きます。 
 

  

 

 

 

 

 



（ロイン亭） 
 今回は焼肉かカラオケを選んで頂き、焼肉の方はロイン亭へ行ってき
ました。食後は腹ごなし？にエスポの近くにある旧島松駅逓所へ寄って
きました。皆さん行った事ありますか？  
 その後、北広島の名水「アンビウォーター」を飲んで帰ってきました。 
                            （渡部） 

石碑の穴は記念写真
用だったのかな？ 



(カラオケ） 
今回は北広島駅前」のカラオケ（バンバン）に行って来
ました。皆さんいい表情で熱唱され素敵でした。職員も
一緒にワイワイと賑やかに楽しいレクでした。（福本） 



 今月の行事食週間は『ぜいたくどん

ぶり』を実施いたしました！ 

 ホタテ丼、海鮮丼、ネギトロ丼、牛鍋

丼、ヒレカツ丼、エビ天丼と日替わりメ

ニューでした！ 

特にホタテ丼は『ホタテの身が厚くて美

味しいね。豪華だね』との声を頂きまし

た！他にもヒレカツ丼も好評でした！ 

 今月は前半が豪華どんぶりということ

で、ほたて丼・鮭といくらの親子丼・天

丼。 後半はお重シリーズということで、

季節の食材を入れた見た目にも華や

かなお弁当になりました。 

 お重は、いつもと違う器に皆様驚か

れていました。盛付けられたお重を見

て、「すごいね、盛りだくさんだね～」と

話されていました。味もおいしかったと

の声をいただいています。 

【お重シリーズ】 【鮭といくらの親子丼】 

【エビ天丼】 【ほたて丼】 

 雪が積もって本格的な冬がやってきましたね。 

 予防フロアでは今年の外出レクも全行程無事に終了し、冬の間の運動不足に
負けないよう、毎日のリハビリを頑張っています！ 
 今回は普段のリハビリの様子をご紹介します！ 



相談室よりこんにちは Vol. 号外 

エスポワールが在宅強化型老健へ 
「介護老人保健施設」の役割・機能の一つに『在宅復帰支援』があります。エスポ

ワールでは、ご利用者・ご家族と一体となって計画的に在宅復帰を支援する取り組み

を必要に応じておこなっています。医師・看護介護・ケアマネージャー・リハビリ・

管理栄養士・支援相談員といった多職種でのチームケアに加え、ご家族様とも何度も

お話しを積み重ねることで、安心して在宅復帰ができますようサポートしております。 

 その結果エスポワールではH24年9月より「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」の算

定を始め、H27年12月までに一定の基準を満たした場合、来年の1月より在宅強化型老

健として算定をさせて頂く事となります。 

 在宅強化型老健の基準は色々ありますが、今月は参考までに過去3年間のエスポ

ワールからの退所先を下記グラフにて紹介させて頂きます。 

※年度での集計の為、27年度はH28年3月までですが12月末の数字となっております。 

ココに注目！！ 



行 事 案 内  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

～エスポのクリスタル（？）～ 

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入所フロアの介護福祉
士石川英理です。 
自称二十歳と常々、言っておりますが実
生活では、大学生を筆頭に3人の子供の
肝っ玉母さんです。実年齢がバレますね
（笑） 生まれ育ちは東京で結婚を機に北
海道へ来ました。北海道のハッキリした四
季、おいしい食べ物、そして道民の暖か
い人柄には感動してます。 
 私は、以前（若ーい頃）ホテルマンでし
た。その事に培った「おもてなしの心」土
台に介護の世界でも「利用者様が安心し
て楽しく過ごせる空間の提供をしていきた
いと思っております。どうぞよろしくお願い
致します。次回は新婚ホヤホヤの元旦生
まれと言えば、理学療法士の天才肌小山
環さんです。ご期待下さい。 (*^。^*) 
 
 

12/  2（水）13：30～14：30  書道教室 （入所者） 2Fフロア 
12/  5（土）13：00～14：00  生け花教室  （入所者） 2Fフロア 
12/  8（火）12:30～13：10     歌声サロン （入所者） 3Fフロア 
12/10（木）14：00～14：55  お茶会  （入所者・通所者）    
12/14（月）14：30～15：25  お茶会  （入所者・通所者） 
12/15（火）10：30～11：00    交流会  （入所者） 3Fフロア～2Fフロア  
12/16（水）13：30～14：30 書道教室  （入所者） 2Fフロア 
12/18（金）14：40～15：35 舞踊・カラオケ・大正琴 （入所者・通所者） 
12/19（土）13：00～14：00 生け花教室  （入所者） 2Fフロア 
 
 
 
 
 

 

 

今
も
昔
も
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ぬ
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