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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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最近の豆まき事情。。。

今年も2月3日に豆
まきを行いました。
恒例の行事を担当す
るスタッフもまた高
齢。
今年は鬼の後ろで

流れるTVのトランプ
大統領の方が鬼より
も怖い存在にならな
いかと利用者さまよ
り・・・。

≪番外編≫
こんなに元気な鬼たちも・・・。

後継者不足に悩んでます。（鬼の高齢化）

職員紹介
名前：廣川 美由紀 （ヒロカワ ミユキ）

趣味・特技：パッチワーク（息子たちの小学校時代のバザーの出品で教

えてもらいそれからハマってます。

好きな花言葉：赤いバラが好きなので「情熱」かなと思います。

これだけはゆずれないもの：アニメをみる時間

一言二言：人の役に立てるこの仕事が好きです！利用者様の為に頑張り

ますのでよろしくお願い致します。

名前：戸田 淳 （トダ ジュン）

趣味・特技：将棋が好きです。居飛車・振り飛車共に指します。

好きな花：ガーベラ

私の宝物：谷川浩司九段の色紙

一言二言：北広島で高校卒業まで過ごしました。しばらく離れておりま

したが、この度ご縁があってエスポワールで介護福祉士として働く事に

なりました。一生懸命頑張ります。宜しくお願い致します。

↑ 皆さんの前 ↑ 裏では



栄養科通信
～食はココロ～

冬の便秘を改善しましょう・・・

千恵美の○場放浪記！

「石窯焼 グラッチェ 」
北広島市大曲幸町3丁目6-9

011-802-5525
2人用テーブルとカウンターに2人。テイクアウ

トがメインです。基本ともいうべくマルゲリータ

は絶妙なバランスです。お土産に紅はるかの干し

いもと窯で焼いた南瓜も絶品。 (*^_^*)

冬は、身体の『冷え』によって腸の働きが悪くなったり、
喉の渇きを感じにくくなることによる水分不足が原因で、
便秘になりやすい季節です。
温かい飲み物をこまめに摂ったり、適度な運動を心がけて、
冬の便秘を改善しましょう。

今 月 の 1 枚！!

★冬の便秘改善にオススメの食材★
・南瓜
食物繊維や、冷えを予防するビタミンＥが豊富です。
・納豆

多くの食物繊維の他、発酵食品ですので、腸の善玉菌を増やす働きがあ
ります。
・旬の冬野菜

旬の野菜は、栄養価が高く、食物繊維も豊富です。特に、ゴボウやレンコ
ンなどの根菜類や、さつま芋や山芋などの芋類がオススメです。

入所及び通所利用者様のお食事は、疾患に

より医師の指示や、本人の体重増加の懸念な

どの理由で、カロリー・塩分・水分の制限の

もと提供されている場合があります。同室者

や他の利用者様に対しての食べ物の差し入れ

等はご遠慮下さい。アレルギーなどで体調が

悪くなる場合もあります。

衛生上、食中毒の問題もあり、当日提供さ

れた食事やおやつ・果物などは、その場で摂

取するようにして下さい。また、入所者様の

おやつに関しては、お預かりしますので、職

員へ声を掛けて下さい。

おねがい ！！



リハビリ通信
文責：中村拓雄

～学 習 に つ い て～
今年も早いもので，もう2月になりました．
「今月のリハビリ通信に何を書こう…」と考えた時に，毎月「その月にはどんなイベント
があるか」と考えてしまいます．毎月記事を書く機会があるので，その月や季節を感じ
る話題は是非皆様と共有したいものです．
2月といえば，「建国記念日」，「バレンタインデー」，「雪まつり」などを思いつきました
が，自分の数年前のことを振り返ると，この時期は高校・大学受験、国家試験の勉強に
励んでいたことを思い出します．
そこで今月は，「学習」についてご紹介しようと思います．
学習といっても，単なる「勉強」ではなく，「運動を学習する・体で覚える」といった意味
での学習をご紹介しますので，利用者様にはこれを一つのリハビリの際のヒントと思っ
て頂ければと思います．

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

1．視覚的に覚える
⇒文章や言葉ではなく，実際に動く姿を見て覚えましょう．
静止しているものに比べて，動いているもの気を取られる

＝注意する傾向が人には有ります．それを上手く利用して，
動きを見て動作を学習するのが効果的です．

2．全体で覚える
⇒全体像を把握した上で，細かい動作を練習した方が効果的です．
動作を細部に分けて練習する方法（部分法）は動作中の難しい部分に限局して練習

できるという利点がありますが，一連の動作を連続して練習する（全体法）こともとても大

切です．部分の繋がりで全体としての動作になるわけですから，部分的に練習しながらも，
常にその動作の全体像を把握しておく必要があります．

3．よく寝る
⇒運動学習をより効率的に進めていくには，睡眠が不可欠です．
人は睡眠中に学習したことを整理し，定着させています．これは夜間の睡眠だけでな

く，昼寝でも良いと言われているようで，通所リハビリを利用されている方も，昼寝の後に，
その日に行ったリハビリを再度自分で試してみるとまた効果が違ってくるかもしれません．
逆に，睡眠不足になると脳の学習する力が低下し非効率的なだけでなく，怪我の危

険性も出てくるため注意が必要です．

5．学習したことを伝える

⇒リハビリなどで学習したこと・動作を言葉にして誰かに伝えることで，自分の中で情報
を整理し，大切な部分や足り
ない部分を再学習することが出来ます．



穏やかな新年を迎え、デイケアでは恒例の書き初めを皆様で行っていただきま
した。見本を参考にする方も、お好きな言葉を選ぶ方も、皆様が思い思いの筆を
力強く、繊細に走らせておりました。今年の干支は酉ということで、今にも翼を
広げ飛び立ちそうな勢いと躍動感あふれる作品でいっぱいになりましたね。皆様
の表情も笑顔と達成感であふれていました。「もう一枚書く！」とチャレンジす
る方も多く、終始楽しく和やかな雰囲気でした。
ちなみに私の作品は見本にすらなりませんので、あしからず^^; （山口）



1月の行事でビンゴ大会を開催させて頂きました♪
皆様！楽しんで頂けましたか？冬休み中だったので娘がお手伝いに伺わ

せていただきました。ガチャピンの着ぐるみを着て緊張していましたが、
楽しかったと大変喜んでいました。
また機会があれば皆様にお会いしに伺いたいと思いますので、その時は

宜しくお願いします。 （山保）

ＢＩＮＧＯ大会



ボランティアが来られ小カゴ作りをしました。
手編みの花に飾りをつけて、小カゴの横に付けました。お花はブローチ

にもでき、女性の方々はセーターに付けてみました。
可愛いでしょう？皆様とてもお似合いでした！ （黒江）

リハビリスタッフ主催の体力測定大会が行われました。
グループに分かれ４箇所のブースを周り「頑張れ～！」の声援の中、

皆様の集中して取り組んでいる姿にパワーを頂きました！
上位5名の名前をフロアの方に貼り出し、結果発表となりました！皆

さんお疲れ様でした。 （柴崎）



1月は前半が「アツアツ鍋」、後半が「ご馳走どんぶり」でした！

今回の鍋はきりたんぽ鍋や石狩鍋など、郷土料理をプラス。とても喜ばれていまし

た～！

丼ぶりの中でも海鮮丼は一番人気で、皆さん笑顔で召し上がられていました。

1月の予防行事食週間は『カフェ風ワンプレートランチ』を実施いたしました！
ハンバーグやスパゲティなどを、おしゃれにランチプレートに盛り付けて提供いた

しました！！利用者様からは、『見た目が可愛い！』『今日も美味しいね！』との言
葉をいただき、大変好評でした！！

【海鮮丼】【石狩鍋】

【ハンバーグランチ】 【ミートソース スパランチ】



相談室よりこんにちは Vol.号外

こんにちは。相談員の平岡です。

エスポワールの相談員として勤務し、今年の４月で２年が経とうとし
ています。 この２年間で多く方にエスポワールを利用して頂きました。
エスポワールを利用してくださった理由としては、「退院後のリハビリ
がしたい」「寒い季節に１人で家にいるのは不安」「家族に予定が入って
しまって」・・・と皆さま様々でした。
ですが、どんな理由であっても、初めての場所・初対面の職員や利用
者様に囲まれて生活するのは不安ですよね。
そんな不安を少しでも解消して頂く為、我々相談員は施設に入所して
頂く前に利用者様と確認作業を行っています。

・・・ ご家族様・病院の相談員・ケアマネージャの方から入所の
相談を頂きます。また、お身体や生活の様子を情報提供
してもらいます。

・・・ ご本人がいらっしゃるご自宅や病院まで伺います。
お体の様子や生活環境、また入所してから「あんなこと
をして欲しい」「こんな風に過ごしたい」という要望や
希望を確認します。

・・・ 施設長・看護師長・介護主任・ケアマネージャー・相談員
が出席し、聞き取り内容を報告し入所頂けるか話し合い
ます。また、その方の状況によって、「どのお部屋がいいだ
ろう？」「どのタイプのベッドや手すりが必要か？」等、
入所して頂くにあたって必要な情報を共有します。

こうして、できるだけ“安心できる環境”“望む介護”を提供できるよう、
事前の情報を確認準しながら備を行います。
また、この確認作業は入所した後も続きます。「こんなお手伝いをし
てほしい」「これがあれば、これをしてくれたら、もっと過ごしやすい」な
ど、実際に生活してみるとわかる事や在宅生活に向けての不安ごと等
ございましたらお気軽にお申し付けください！！

相談

面談

判定会議



行 事 案 内

～ 2017年 新年の目標達成は！？ ～

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

私は昨年からマラソンを始めております。

きっかけは運動不足の解消にと気軽にはじ

めた趣味でしたが、とある大会で10㎞を走り

それほど苦にはならず、楽しく走れたことに

充実感を感じ、昨年は4つの大会にエント

リーしました。記録も念願だった60分切りが

達成でき、いよいよハーフマラソンに参加す

ることが次なる目標です。

『目指サブ4ランナー！』を合言葉に日々ト

レーニングをしております。

さて、皆様のなかで今年の目標に『運動不

足を解消したい』とお考えになられた方はい

らっしゃいますか？そんな方におすすめし

たいのがエスポーツクラブ！気になる方は

是非、担当窓口までお問合せ下さい。

次号は『キレイな

お姉さま』こと

経理課の中田係長

でございます。

お楽しみに。

総務課 澁谷真人

2/ 4 （土） 13：00～14：00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

2/ 8 （水） 13：30～14：30 書道教室（入所者） 2Ｆフロア

2/ 15   （水） 14：00～14：55 お茶会(自由参加) 1Ｆフロア・悠々

2/ 18 （土） 13：00～14：00 生け花教室 （入所者） 2Ｆフロア

2/ 21   （火） 14：30～15：25 お茶会（自由参加） 1Ｆ喫茶前

2/22 （水） 13：30～14：30 書道教室（入所者） 2Ｆフロア

2/24 （金） 14：40～15：35 舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴（入所者） ﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ


