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「夢」
(「夢」とは心が満たされることである。)
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栄養科通信
～食はココロ～

簡単★じゃがいもレシピ！

千恵美の○場放浪記！

「ISHIYA CAFE` 」
北広島市中央4丁目2-1 市役所5Ｆ

080-9458-1486
石屋製菓のカフェの誕生です。北広島市を一望

できるテラス。甘さ控えめボリュームいっぱいの

パフェ。市役所へお出かけの際には・。 (*^_^*)

ビシソワーズ～じゃが芋の冷製スープ～

新コーナーのお知らせ

記：後藤

長らく掲載させて頂きました

「千恵美の○場放浪記！」

ですが、すこしの間お休みさ

せて頂きます。

変わって来月より

「貴幸のドスコイ道場！」が

新企画として始まります。

内容については・・・・。

お楽しみに！！
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～作り方～
①じゃが芋・玉葱はスライスする。
②鍋にバターをしいて玉葱を炒め、じゃが
芋・水・コンソメを入れて柔らかくなるま
で煮る。
③②をミキサーをかけて鍋に戻し、牛乳を
入れて火にかけ、塩・胡椒で味を整える。
④③の粗熱がとれたら冷蔵庫で冷やして器
に盛り、ドライパセリをふりかけたら完成
です。



リハビリ通信

記：中村拓雄～日頃の感謝をこめて～
今年も早いもので，6月になりました。

6月には祝日はなく、働いている方からすると休みが少ない分、残念に感じる月かもし

れません。

しかし、そんな6月には「父の日」があります。

皆さんは息子さんや娘さん、奥様から何か貰うので

しょうか？また、何をあげるのでしょうか？

誰かに何かをプレゼントをするのは色々と悩み大変な

ものです。

そんな悩める方は、お父さん/ご主人を家の外へ連れ出

してあげましょう。

高齢な男性の特徴として、“昔，仕事を一生懸命頑張ってきた分，

定年後は趣味がないために外出せずに自宅で過ごすことが多い”

という方が多くいます。

また、そういった方が病気を患うことでより一層外出意欲が減退

し、引きこもり状態になってしまうのです。

これは科学的に見てもマイナスな側面が大きいようで、特に認知機能に関した研究が

多く発表されています。

介護者からみて、対象者の1年後の認知症状の変化を調べた研究では、1年前と比べ

て認知症の症状が悪化したと回答した方が60％弱もいました。

また、外出頻度を「週3日以上」、「週1～2日」、「月1～2日以下」の3群に分け、認知症

自立度を比較した研究においては、外出頻度が「週3日以上」の人は認知症自立度が

悪化せず、1年前のスコアを維持していることが明らかになりました。

更に、食事・入浴・更衣・整容などの基本的生活動作やそれに対する行動意欲に関し

ても、外出頻度の高い人の方が1年後のスコアが高い傾向にあることがわかっています。

これらの結果からも明らかなように、外出頻度が高い場合、外出頻度が低い人よりも

認知症の症状が悪化しづらいこと、基本的生活動作や行動意欲などの日常生活を自力

で行い、生き生きと生活を営んでいく力が維持されていくことがわかっています。

外出といっても、外食をする/旅行をする/散歩をするなど様々ですが、ご家族様各々

が無理のない範囲で外出というプレゼントを贈ることができれば良いのかなと思います。

きっと、何かを貰うよりも一緒に過ごす時間を喜んでくれることでしょう。

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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5月の16、17、18日の3日間でおやつレクにてたこ焼きを作りました。喉に詰ま
らない様に、タコを小さく切ったら、みなさんから「タコが入ってないぞー」と言わ
れました。（笑）

食べるのも作るのも初めての方も結構いましたが、上手に焼けました。特に男性の
うまさにビックリ！！次回のおやつレクもお楽しみに！！（山保）
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春到来！
デイケアの周りに咲く花々です。2人の視線の先には綺麗な景色が広がり
ます。そよ風も心地よく感じる季節になりましたね。
天気の良い日は外へ出て、日光浴。身体も心もリフレッシュ☆（太田）

リハビリ中の様子です。皆さん歩行練習や指先を動かす訓練などされています。
私たちリハビリ職員も皆さんも、真剣にリハビリに取り組んでいるのはもちろんで

すが、その中にも楽しみを見出し、これからも笑顔でリハビリを進めていきたいもの

です。 （中村拓）

変わり湯（レモン湯）
季節に応じたお湯を楽しんでいただこうと、5月はレモン湯を行いました。
目で楽しみ、香りを感じてもらいながらのお風呂。皆さんいかがだったで
しょうか？（太田）
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行事食のコーナーでも

ご紹介していますが、今

月は世界の料理と題し、

スペインのパエリアが振

る舞われました。スパイ

シーな味に口に運ぶス

プーンも進んでいたよう

です。（柴崎）

大きく育ちますように！

今年予防の園芸では、プランターで見て楽しむお花と食べる楽しみとして、さつまい
もと枝豆に、すいかとイチゴを植えました。みんなで水やりや花の芽を摘み、育ててい
ます。芽が出て少しづつ花が咲き、成長していく過程と共に、「おいしくなーれ」と願
いを込めて、みんなで手をかけ、一緒に頂ける日を待ち遠しく、大事に育てたいと思い
ます。（柴崎）

名前： 山口 彩
好きな食べ物：

ラーメンと餃子とビール
一言： お風呂で皆様を待っています。

気軽に声をかけて下さいね♪
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5月は「郷土料理シリーズ」と「にぎり寿司
シリーズ」をお届けしました。
郷土料理は諏訪味噌天丼（長野）、長崎ちゃん
ぽん（長崎）など北海道外のお料理で、
「こんな料理もあるんだね」と、珍しいお料理
を楽しみながら召し上がっていただきました。
にぎり寿司と茶碗蒸しは「おいしい！」
と喜んでいただけました。

5月は『世界の料理』でした！ロシア・

スペイン・フランス・中国・韓国の名物料理を

再現して提供いたしました！中国料理では、

手作り餃子を利用者様の目の前で焼いて、

熱々をお出ししました！見た目も味も良いと、

利用者様から大変好評でした！

皆様こんにちわ。リハビリテーション科理学療法士の矢野です。近年は相撲ブーム
再来と言われ、場所中は超満員の国技館、連日のニュースで相撲の話題が多く取れ上
げられています。僕も先日大関に昇進した『高安関』を応援しています。父が日本人、
母がフィリピン人という家庭に生まれ、身長186㎝体重177㎏、茨城県出身で横綱
稀勢の里関の弟弟子です。高安関も入門当初は辛い練習、厳しい上下関係に耐え切れ
ず何度も逃げ出したそうです。特に4度目の脱走の際は、赤信号で停車した隙に、
乗っていた車から飛び出したと言われています。しかし恵まれた体格、積み重ねた努
力により新入幕から6年で大関昇進を
果たしました。これからも横綱昇進に向け、
よりいっそう頑張って欲しいです。

普段当施設でリハビリを行なっている
方も辛い時や、やりたくないこともある
と思いますが、コツコツ積み重ねることで
良い結果になると信じています。
そのお手伝いが出来るよう僕自身も日々
勉強に励んでいます。これからも利用者様
一人一人に合ったリハビリが提供出来る
よう頑張っていきますので、今後共
よろしくお願いします。

※写真は矢野ＰＴではありません。高安関です。
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Beam of hope！
（意味：きぼうの光）

Vol.号外

〇ケアプランとは？
『メモ用紙 よく見りゃ 私のケアプラン』
これはインターネットのあるサイトに載せられていた「ケアマネあるある川
柳」です。 ケアプランは正式名称を居宅サービス計画書と呼びます。
このケアプラン、調べると多種多様な解釈があり、私個人が大それたこ
とを言うと、利用者様が生きがいを持って生活していくための「夢」と「希
望」が盛り込まれた内容であることが理想と考えます。

〇これまでの経験。
利用者様に対して幾つものケアプランを作成しました。その後の利用者
様の反応で今も印象に残るエピソードを紹介します。
①「私のことをよくわかってくれているね。今迄喋ってきたことや伝えた
かったことを文字にしてくれて有難う」と感謝の言葉を頂き、嬉しい思い
に浸ったことを記憶しています。
それとは対照的に、
②「ケアプランの中の○○○○という表現を止めて欲しい。大至急修正
するように！」と苦情を受けました。この時は「逆に」ケアプランを読み
取って頂いていると感心したと同時に、軽率な文章表現は慎まなければ
ならないと冷や汗を流し、猛省をしました。
この２つのエピソード以外のケアプランはメモ用紙になってしまったのか
もしれません。

〇唯一無二のものを目指して。
利用者様と御家族様の心に届くためには、ありきたりな表現ではなくオ
ンリーワンのケアプランが必要です。作成するにあたって留意する専門的
知識は多種多様ありますが、読まれる利用者様、御家族様が「シンプル」
に関心の持てるケアプランが望まれます。そんな魅力あるケアプランを
皆様に提供出来るよう、きぼうのケアマネジャーは精進して参ります。あ
る人気漫画家は自身の著書を「魂のごった煮」と表現していました。その
域にはたどり着かないにしても、一度はケアプランに目を通して頂けると
幸いです。
追記、上の川柳の進化版は『鍋敷き これもまた 私のケアプラン』です
（汗）。 介護支援専門員 高橋
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事務所よりお知らせ

初夏の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

日頃より、当法人の活動・運営にご理解ご協力頂き誠にありがとう
ございます。

さて、平成29年7月9日執行予定の北広島選挙につきまして下記の

通り不在者投票を予定しております。

○不在者投票日時： 平成29年7月5日（水）
午前10時～（2F） ※2F終了後に3F開始。

○場 所： 各フロア

○対 象： 北広島が住居地でありエスポワールに
入所しているご利用者様。
※デイケア・ショートステイの

ご利用者様は、対象外となります。

☆立候補者が1名の場合は無投票となります。

ご不明な点などがございましたらお問い合わせ下さい。
エスポワール北広島 総務課 ℡ 011-376-3911

北広島市長選挙について

イトーヨーカドー様による訪問販売「あんしんお届け便」！！

前回は久々の訪問販売ということもあり、たくさんの方が楽しそう
にお買物されていました♪6月の訪問販売日時は下記の通りです。

○日 時： 平成29年6月29日（木） 午後12：30～14：30
○場 所： エスポワール北広島 1F エントランス

今回も常温食品・乳製品・日用品・衣料品など約1300種の品物を

販売いたしますので、ぜひこの機会にご利用下さいませ。
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行 事 案 内

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、こんにちは！エスポワール２階の平

田綾子です。勤めて１２年が経ち、これまで２階

と３階の異動をしてきました。昨年８年ぶりに

ショートステイに来られた利用者様に「君の事

覚えているよ」と声をかけて頂いたのがとても

嬉しかったです！

さて、私は道東の中標津町で生まれました。中

標津は自然が豊かで食べ物が美味しいです。

私が紹介したいのが「なかしべつ珈琲」という

コーヒー牛乳と「ラ・レトリ」という飲むヨーグルト

です。どちらも濃厚な口当たりに程よい甘さで

大人でも美味しく飲めます。この２つを飲むと他

のコーヒー牛乳やヨーグルトが飲めなくなるくら

い大好きです！中標津まで行かなくても、通販

や大通りオーロラタウンのきたキッチンで購入

できます。次回は２階の介護主任で同期の早

坂竜二さんです！

6/ 3 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

6/ 8 （木） 12:30～13:10 手芸ｻｰｸﾙ（予防通所者） 1F予防ﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

6/ 13 （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Ｆフロア

6/ 14  （水） 13:30～14:30 書道教室（入所者） 2Fフロア

6/ 17 （土） 13:00～14:00 生け花教室 （入所者） 2Ｆフロア

6/ 21 （水） 13:30～14:30 書道教室（入所者） 2Fフロア

6/ 22  （木） 14:40～15:35 舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴（通所者） 1F予防ﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

6/ 28  （水 ） 14:00～14:55 お茶会（参加自由） ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ1F売店前

6/ 29  （木） 12:30～14:30  ﾖｰｶﾄﾞｰ訪問販売（参加自由）ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ

～少女から大人の女へ ～
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