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「夢」 
(「夢」とは心が満たされることである。) 
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北広島市内最高齢エスポにおります。 

 ９月30日 上野北広島市長がお
見えになり、当施設で生活されてお
ります市内最高齢の佐々木フユ様
（105歳）に賞状と記念品の授与に
お忙しい中来て下さり、お祝いのお
言葉を頂き、他の利用者様と共にお
祝いさせて頂きました。 
佐々木フユ様に長寿の秘訣をお聞き
すると「迎えにこないからな～」と
笑いながら話して下さります。 
 樺太からひきあげた際の苦労話ご
主人が戦争に行かれた際の複雑な心
境など今日まで色々な話を私にして
下さりますが、いつも話の途中で
あっても「じゃ、私リハビリだか
ら」とその後の展開を聞きたい私の
想いを知ってか知らぬかは解りませ
んが、ご自身の日課を大切に過ごさ
れております。また、同日に武田ミ
ヨ様の内閣総理大臣より送られる
100歳のお祝いの賞状と記念品の授
与も上野北広島市長より頂く事が出
来ました。 お二人ともいつまでも
お元気でお身体ご自愛ください。 
 

～佐々木フユ様 １０５歳～ 

～敬老の日にはBBQを～ 

～武田みよ様 １００歳～ 

 ９月19日の敬老会は、
「肉女によるBBQ＆海苔巻
き」と題してお祝いをさせ
て頂きました。 
あまり施設では召し上がっ
て頂く機会の少ない焼肉や
旬の野菜をアツアツで頂き 
昔、お菓子屋さんに勤めて
いた方を始め数人の利用者
様も一緒に巻物を作りまし
た。 
我母校である道都大学から
もボランティアさんが駆け
つけて下さり大盛況でした
ネ。また、来年も・・・。 
 



栄養科通信 
～食はココロ～ 

高齢者の間食について！！ 

  
            

千恵美の○場放浪記！ 

「 フロンティアフェスタ 」 

 先月号でご案内しましたエーデルワイス

ファームにおいて8/27・28に行われたフロン

ティアフェスタに行って参りました。道内の

様々なお店が出展されておりました。ついつ

い夜勤明けである事も忘れ舌鼓。 

 間食（おやつ）は、食事だけでは不足しがちな栄養素や水分を補給することができる
ため、一度にたくさん食べられない方にオススメです。1日のエネルギー量の10％程度
である、100～200Ｋｃａｌを目安に、食事に影響が出ない程度に摂るとよいでしょう。 

 今 月 の  1 枚！! 

 おすすめの間食 
 
☆牛乳・乳製品（ヨーグルト・チーズ）→良質なたんぱく質・カルシウムの補給 
☆果物→ビタミン・ミネラル・糖分の補給 
☆おにぎり・サンドイッチ・ふかし芋→エネルギーの補給 

  

 いくつになっても別れって辛いんです。

たとえ限られた短い期間であっても医・

食・住・リハを共にした仲間ですもん。 

男泣きいいじゃないですか。哀愁漂うお二

人の後ろ姿です。退所された○○さん！！

いつまでもお元気で！！ 

 

 

 

※間食の摂りすぎは、体重増加や生活習慣
病の病状を悪化させてしまう原因になってし
まいます。間食の時間を決め、小皿に盛り
付けた分だけ食べるようにしましょう。 



リハビリ通信 
文責：中村拓雄 

～意欲とリハビリテーション～   

  先日ある利用者様のリハビリ中，「ラジオ体操とか施設で体操をする時に，自分の
右手は動かないけど，頭の中では動いているイメージを持って行っている」と仰ってい
ました。 

聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが，運動をしている時に「ここを動かし
ている」，「ここの筋肉を使っている運動なんだ」と意識して運動を行うことでその効果は
変わってくると言われています。 
  

実際に，リハビリ職員もリハビリ場面において、本人の意欲が高いと回復効果も高いこ
とを経験的に分かっています。 

 ある研究班が、脊髄損傷後に手に麻痺が生じたサルを使って実験を行い，運動機能
回復の早期に、「やる気や頑張り」を司る脳の「側坐核（そくざかく）」という領域が、運動
機能を司る別の領域の脳活動を活性化し、運動機能の回復を支えていることを突き止
めました。 

 これは，側坐核の働きを活発にすることが出来れば、リハビリによる運動機能回復を
効果的に進められる可能性があるということを意味しています。 

 この結果から、運動機能の回復ばかりが重要ではなく、「やる気や頑張り」を司る側
坐核の働きが大切であることが分かり，実際の患者・利用者に対しても心理的サポート
が重要であることが分かりました。 
  
また，プラシーボ効果でも結果を出せるとも言われています。 

 例えば「薬効成分を含まない偽薬の服用」、「切り傷を少しつけただけの偽手術」、
「患者に対する医師や看護師の自信に満ちた態度」など、効果がない考はずの行為に
よっても、時にそれを受けた人が身体的あるいは精神的変化を起こすことがあります。 

 リハビリ場面においても、「この先生の言うこのリハビリは、きっとここに効いているは
ず」など、どこに目的があるかを考えて行うことで効果が変わるかもしれません。 
  

 余談ですが、実際のリハビリ場面では「タッピング（簡単に言うと，鍛えたいところに意
識して触れること）」という手技を用いて身体の動かない部分に働きかけるという方法も
ありますが，詳しいことはここでは割愛させて頂きます。 
  

少し専門的でイメージしづらい記事になってしまったかもしれませんが、このように「や
る気や意欲」、「動かす」ことや場所の意識次第で、リハビリの効果も変わるということを
知って頂けたかと思います。 
また、この記事が少しでも皆様の今後のリハビリの効果に繋がることを祈っています。 

 

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 



 9月の行事は敬老会を行いました。オープニングにマツケンサンバを流し、

今年ご長寿のお祝いに当たる方15名に手作りご長寿免許証をお渡ししました。

喜んで頂けましたか？ 

 皆でカラオケを唄いお祝いし、職員が傘回しを披露。最後には皆さんにお

饅頭をプレゼントさせて頂きました。 

 いつまでも皆さんお元気にデイケアに通って下さいね。（渡部） 



 皆さんの手を借り知恵を借りて行ってきた農園
もそろそろ終盤を向かえようとしています。今年
は収穫した野菜をすぐに調理し、食べて頂くこと
が出来ました。枝豆、トウモロコシ、スイカは
思っていた以上に美味しくでき、皆さんから「美
味しい！」と言っていただいた時は本当に嬉し
かったです。農園には最後のさつまいもが育って
います。さつまいもは１０月中旬以降に収穫しよ
うと思っています。どれ位大きく育っているかは
わかりませんが、皆さん一緒に収穫を楽しみま
しょう！（農園班長 安住） 



いつも元気をもらっているので皆さんに感謝の気持ちをこめて・・・敬老会
を行いました。手作りカードと記念写真、おまんじゅうをプレゼント。今年
ご長寿を迎えた３名には手作りプレゼントで祝いました。 
いつまでもお元気で沢山の笑顔に励まされたいと思います。（柴崎） 

9月の秋の脳トレ体操 
 平行棒につかまりながら枠の中に足を中々外、中と順番を考えながら・・
思うように足を動かすのが大変でしたが、皆さん上手に行っていました。 
笑顔で「疲れたけど、楽しかったよ」と、毎回好評です！！（黒江） 

 今月も予防フロアには手芸サークルのつぐみ会の方々に来て頂きました。
つがいの梟かわいいですね。 
 また、来月も宜しくお願いします♪ 



 ９月は、『ご当地グルメ』を実施い

たしました！！ 

北海道の富良野オムカレーや、新

潟県の佐渡天然ブリカツ丼、埼玉

県の豆腐ラーメンなど、普段食べら

れないメニューを提供し、利用者様

にも大変喜んでいただけまし

た！！ 

 ９月は、前半が秋の食材を使った

松花堂弁当、後半は生寿司をご用

意いたしました。弁当は、いろいろ

なおかずが入ってうれしいとの声や、

たくさんあって食べきれないとの声

も。お赤飯を見て「来てよかった！」

と、喜んで召し上がっていただきま

した。生寿司は「おかわりしたい」と

いう声があるほど大人気。皆さん満

足そうに食べている姿が印象的で

した。 

【トルコライス】 

【生寿司】 

【秋の松花堂弁当】 

【富良野オムカレー】 

 
 
 
日増しに寒さが加わり冬がもうそこまで近づいてまいりました。皆さまいかがお過ご

しでしょうか。私たちの施設も冬への準備を始めております。そこで今回はインフル
エンザ予防接種についてお知らせします。インフルエンザ罹患者は施設内ゼロで過

ごせることを願っていてもなかなかかなわないものになっております。できる限りの

対策の1つが予防接種です。 
 施設内での予防接種は11月を予定しています。接種希望の有無について御来設

の際、職員に申し付けいただければと思います。全利用者様へ予防接種を受けるか

の確認をさせていただきます。確認ができていない方は入所ケアマネージャーから
連絡させていただきます。 

御利用者様、職員みんなで予防接種を受け近づく冬を元気に迎えたいと思います。 

                                          看護師長 笠原 

インフルエンザワクチンのおしらせ 



相談室よりこんにちは Vol. 号外 

 地域を歩く！！ 

 
 

 
 
  
       
          

 9月27日に大曲会館で行われたふまネット「スマイル」さんへお邪

魔して参りました。ふまネットとは５０センチ四方の正方形のマスが並
んだネットを床に敷きそのマスをテンポ良く様々な法則に基づいて
歩く運動です。一見、簡単そうに見えますが行ってみるとマスの小さ
さに驚いたり歌を歌いながらリズム良くとはなかなか難しく、これは注
意力・判断力・記憶力など認知機能を高める効果があるはずです。
終了地点にはハイタッチをして下さる方が待っていてくれます。 
久しぶりにアドレナリン出ました・・・。  

 9月29日には大曲小学校へ総合学習の車イス体験授業のお手伝

いに行って参りました。最近、この授業で感じるのが意外に車イスに
触れた事のある学生が多い事です。将来、私の車イスをおしてくれる
役割を担うかもしれない若者に介護の魅力もお届けし続けます。こ
れからも・・。その先も・・。 



行 事 案 内  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

～安心して下さい！「クニヒデ」 
 エスポーツクラブ利用してますから？～ 

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 

 

 

 

  皆様、こんにちは。入所2階フロア介護主
任の阿部匡秀と申します。入社して9年が経
ちます。入社当時はまだ20歳でしたが、今は
20代最後の年となりました。あの頃と変わっ
たことは、体重が10キロ増えたことです。若
い体とは言えない体重になってしまい、3歳
の息子の前ではかっこいい父でありたい！と
いう自分自身の願望から今年に入って某ス
ポーツジムに通うことにしました。1週間に1
日～3日通い、ランニングマシンで走った後に
筋トレマシンを使って筋肉トレーニングを行っ
ております。汗をかくことは気持ちがいいと感
じております。努力した甲斐あってか、体重
の方もみるみる落ち、入社当時の体重に戻
りつつあります。これから、スポーツの秋とい
われる季節になってきます。スポーツを通し
て、身も心もリフレッシュして、日々の仕事に
励んで行きたいと思います。 
ちなみに名前の読みは「まさひで」です。決し
て「くにひで」ではありません。 
 

10/  1  （土） 13：00～14：00  生け花教室  （入所者）               2Fフロア  

10/  4  （火） 14：00～14：55  歌声サロン  （入所者）                  2Fフロア       

10/  5  （火） 13：30～14：30  書道教室（入所者）            2Fフロア 

10/12  （水） 14：00～14：55  お茶会（入所者・通所者）       1Fﾌﾛｱ・悠々 

10/15  （土） 13：00～14：00  生け花教室  （入所者）               2Fフロア 

10/19  （水） 13：30～14: 30    書道教室 （入所者）             2Fフロア  

10/24 （月）  12：30～14：30  ﾖｰｶﾄﾞｰ訪問販売（参加自由）           1F売店前 

10/27 （木）  14：40～15：35 舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴（入所者・通所者）  ﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ 

 


