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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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・千恵美の○場放浪記 
・職員リレーエッセイ 

今月号の 
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栄養科通信 
～食はココロ～ 

アスパラの簡単レシピ！！ 

  
            

千恵美の○場放浪記！ 

「 大塚茶房 」 
北広島市朝日町４丁目５―７   
          ℡ ０１１ｰ３７２ｰ１１２３ 

 家庭的な味わい。朝7時からモーニングをし

ています。ウォーキングの途中に立ち寄るの

もいいかもしれませんね。。。 

 アスパラは春から初夏にかけて旬を迎え、疲労回復効果や 
美肌効果があり、高血圧や動脈硬化を予防する成分が含まれています。 
茎が太くてまっすぐ伸び、穂先がしまっていて切り口が瑞々しいものが 
新鮮です。  

☆アスパラのベーコン巻き☆ 
 
材料（２人分）  
 ・アスパラ ６本 ・ベーコン（ハーフ）６枚 ・めんつゆ  少々 
作り方 
①アスパラは、根元の固い部分の皮を剥き下茹でする。 
②①を4ｃｍ幅に切り、２～３本まとめてベーコンで巻き、爪楊枝
でとめる。 

③フライパンに油をひかずに②を焼く。焼き色が付いたら、め
んつゆを回し入れ、さっと加熱する。 
④爪楊枝を外して、皿に盛り付けたら出来上がり。 

  今月の一枚！ 

 ＧＷにドライブがてら札幌市内の 

公園に向かっている際に前に現れた

車です。思わず停車時にパシャリ。 

「ゆっくり走ろうポンコツだもの 

人生この先、長くない・・・」 

大塚茶房 



リハビリ通信 
文責：中村拓雄 

～5月といえば…～   
 5月といえば（北海道では）、「ゴールデン・ウィーク（今年は、4/29～5/5頃ま
で）」、「母の日（第2日曜日）」、「松前さくらまつり」、「さっぽろライラックまつり」な
どがあります。 
 皆様の身近なイベントとしては、やはり「ゴールデン・ウィーク」や「母の日」があ
るかと思いますが、その他に北海道の小学校では「運動会」が行われることが多
いですよね。 
 皆様もお子様やお孫様の運動会で、暑い日差しの中、朝から席取りや応援に
奮闘することもあるでしょう。今後そういった暑い季節になっていく中、今月のリハ
ビリ通信でご紹介したいのは、春から夏にかけて外出する際の注意点、5月に注
意したい病気です。 
 
1.気候  
⇒5月は、日差しが強くなり、4月に比べると平均で5℃ほど 
気温が高くなります。札幌では日中は17℃台、道東では 
14℃前後まで気温が上昇します。 
桜前線も松前・函館から始まり、道内を駆け抜け、 
外出にはもってこいの季節となります。 
 
2.服装  
⇒道内各地で桜が開花し、本格的な春を迎えます。日照時間も長く南東からの
暖風で過ごしやすい日が続きますが、夜は冷え込むのでまだジャンバーや薄手
のコートなどは必要です。札幌近郊では、日中はジャケットやセーターでも十分暖
かいですが、道東はコートや手袋がないと少し肌寒いです。 
 
3.五月病  
⇒よく耳にする「五月病」は正式な病名ではありません。5月は、多くの人が春に
訪れる新しい環境に対してストレスを感じ、一時的に気持ちが落ち込む時期のよ
うです。 
⇒今までは元気だったのに、「気持ちが冴えない」、「やる気が起きない」、「体が
だるい」、「頭痛、腹痛」、「食欲低下」などが生じていれば、おそらく俗にいう五月
病でしょう。 
⇒対策として、場合によっては病院受診が必要なことも有りますが、「睡眠時間を
確保する」、「バランスの取れた食事を取る」、「コミュニケーションの機会を多くも
つ」、「頑張り過ぎない」など少し気負わず、楽に生活してみることで改善を図れる
かもしれません。 
 
 

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 



  今回は今迄と少し趣きを変え、ご利用者様がスター気分になって頂ける

ようステージを工夫しました。 

 スポットライトを点けたりスズランテープでカーテンを作り後ろから登場

して頂いたり雰囲気を変えて歌って頂きました。 



 看板の作成や曲名の選定、歌う曲の順番など前

もって準備していただいたりとご利用者様にも協力

していただきました。皆様ありがとうございました。 

5・6月  外出行事（春） 

７月    流しそうめん 

８月    バーベキュー 

９月    敬老会 

9・10月 外出行事（秋）  

11月   運動会 

12月   忘年会 

1月     ビンゴ大会 

2月     節分 

3月     雛祭り  



 脳トレ体操～第一、第二セッション～開始！ 

今年も脳トレ体操が始まりました！ストレッチ運動から始

まり頭を使って体を動かすステップ運動まで皆さん真剣に

取り組んでいました。 

 今後も短期目標、長期目標を決め目標達成に向けて頑張

りましょう！私も頑張ります！（柴崎） 



 ４月は、前半が生寿司、後半が人気の駅弁シリーズでした。生寿司はおかわりし放題！

ホタテが大人気で何回もおかわりされていた方も多数。皆様から「おいしい」「お腹いっぱい

になった」との声をいただきました。 

 駅弁シリーズは、春の彩りちらし寿司・かにめし弁当・たけのこわっぱ飯。中でも、ちらし寿

司は「キレイ！おいしそう」「いやぁー豪華だね！」と喜んで召し上がっている姿が印象的で

した。 

【春の彩りちらし弁当】 【 生 寿 司 】 

【春の彩り御膳】 

 ４月の予防行事食週間は『春の彩り御膳』でした！アスパラのかき揚げ・うどの金平・メ

バルの煮付け・豆苗のジャコ炒め・いちごなど、旬の食材をふんだんに使用して、春らしく

華やかな御膳を提供いたしました！！利用者様からは『豪華だね。懐石料理みたいだ

ね。』『全部美味しいね。』との声を頂き、大変喜んでいただけました！！ 

【アスパラのかき揚げ御膳】 

お昼の一コマ 

 厨房のスタッフがおかわりの握りを

握ってくれていました。皆さんにも喜んで

いただけたようで良かったです。5月の

行事食もお楽しみに！！ 



相談室よりこんにちは Vol. 号外 

熊本震災に思う事・・・。 
 
 2016年4月14日21時26分以降に相次いだ熊本地震におかれまし
て、昨日までの日常が一変してしまい多大な被害を受けた皆様
におかれましては心よりお見舞いを申し上げます。 
 そしてまた、一日も早く日常を取り戻せる様節に願います。 
 この度、我々にも何かできる事がないかと思いお知らせをさ
せて頂きます。 
 この広報誌を目にして頂きました方のご家族様やご親族様が
要介護状態で被災している方等、お困りの方がいらっしゃれば、
一時的にでも当施設でお過ごしして頂く事を選択肢の一つとし
てご検討頂ければと存じます。 
 以前よりお伝えさせて頂いておりますように、当施設は在宅
強化型老健として機能しております。毎月十数名の方の入退所
がございます。 
 これから北海道は過ごしやすい時期となりますので施設を退
所されて在宅での生活を始める方もおります。 
大人数とはいきませんが、要介護者であり被災するという2重の
苦労を少し軽くできるかもしれません。先ずはご相談下さい。 
 また、現在入所されている方やご家族様にもお願いがござい
ます。 
 当施設が出来る範囲で熊本震災の被災者への対応をさせて頂
こうと考えておりますのでご理解と場合によってはご協力お願
い致します。 
「自助・共助・公助」福祉で大切にされる言葉です。今、自助
も公助も限界にきております。我々日本人の大切なモットー
「お互いさま」を大切にしたい・・・大切にする時なのではな
いでしょうか・・・。 
         
         ℡  ０１１－３７６－３９１１ 
         mail social@shojinkai.or.jp             
                                  支援相談員まで 
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～35歳には、意味がある！？～ 

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 

 

 

 

  皆さん、こんにちわ！エスポワール北
広島、リハビリテーション科の中村 拓雄
です。 
 私はよく皆さんに、実年齢を明かすとこう
言われます。「嘘ですよね？」、「本当はお
幾つなんですか？」と。30歳～40歳の間で、
自分を偽って年齢を言わないと信じてもら
えない為、最近は端から「35歳です。」なん
て言うことも・・・。 
 しかし、こんな私も若かりし頃があったん
です。今は見ての通りですが、かつては甲
子園を目指す高校球児だったのです。五
厘刈りの坊主頭に、大きい体、若さに溢れ
ていますよね？（笑） どうか皆さん、今後
共よろしくお願いいたします。 
 次回は、「きぼう」のイケメンスポーツマン、
いつも冷静な状況判断が冴え渡る高橋 
正人さんです。ご期待下さい！ 

5/ 7  （土）13：00～14：00  生け花教室  （入所者）           2Fフロア 

5/10 （火）14：00～14：55 歌声サロン（入所者）       3Fフロア 

5/10 （火）12：30～13：10 手芸サークル（予防通所者）   1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ 

5/11 （水）13：30～14：30  書道教室  （入所者）               2Fフロア  

5/21 （土）13：00～14：00  生け花教室  （入所者）         2Fフロア 

5/25 （水）13：30～14：30  書道教室  （入所者）               2Fフロア  

5/30 （月）12：30～14：30  ﾖｰｶﾄﾞｰ移動販売（参加自由）   1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ（売店前） 


