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栄養科通信
～食はココロ～

脱水に気をつけましょう！！
高齢者の方は、体内水分量の減少により脱水状態になりやすく、

さらに体が脱水を察知しにくい為、水分補給が遅れがちです。のど
が渇く前に、定期的に水分補給をする習慣をつけましょう。

記：後藤

≪上手な水分の摂り方≫
・一度に大量の水分を摂ると身体が吸収できないの

で、コップ1杯程度をこまめに飲むとよいでしょう。
・冷たい飲み物の摂りすぎは、身体の中を冷やしてし

まい、胃腸に負担をかけてしまいます。5～15度の

飲み物が適温です。
・大量の汗をかいた場合は塩分も一緒に摂りましょう。

・スポーツ飲料は、糖分を多く含むものがあるので摂

取量に注意しましょう。

今月の2枚 七夕への想い
2Ｆフロアでは7月7日の七夕に向け、利用者様お一人お一人に短冊をお渡し思い

思いの願いを書いて頂きました。「リハビリを頑張って今よりも長い距離を歩けま
すように」「字が上手になりますように」「生き生きとした毎日が過ごせますよう
に」等々この想いの実現に向け、何かお手伝いできる事があればと思います。「利
用者様・ご家族様・職員が少しでも満足できる生活を目指す」今年度の老健のス
ローガンのひとつです。
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リハビリ通信

記：矢野貴幸

～簡単に出来るストレッチのご紹介～

朝起きる時に足・腰が動きにくい、腰が痛くて朝方は歩くのが大変等の悩み
を抱えている方はいませんか？朝布団から起きる前に、この2つのストレッチ
を行ってみて下さい。

1）片膝抱え体操
①仰向けに寝て、片膝を両手で抱えます。
②息を吐きながら膝を胸に近づけ、その状態を5秒間維持します。
③反対の足も行い、5回程度繰り返し行います。

2）両膝抱え体操
①仰向けに寝て、両膝を両手で抱えます。
②息を吐きながら両膝を胸に近づけ、その状態を5秒間維持します。これを

5回程度繰 り返し行います。
※余裕のある方は首を持ち上げて、おへそをのぞき込むとより効果が高ま
ります。

※注意！！！！
この体操を行う際に痛みが強い場合は、無理に行わないで下さい。痛みが
出ない範囲で行うことが望ましいです。

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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今年の外出行事は、由仁ガーデンへ行ってきました。
少し行くのが早かったようであまり花が咲いていませんでしたが、バイキングがとて

も美味しく、女性に人気だったのは、かぼちゃスープ、男性はカレーがＮｏ．１人気で
した。7月で外出行事は終わりますが、また来年も楽しみにしていてください。（加藤)



行事食週間にて手打ちそばがメニューとして提供されました。
その際、そば打ちの実演が行われ、テーブルを囲み、皆様と見学。興味津々で身

体を乗り出している方もおられました。中には実際、そば打ちをされた方もおり、
調理スタッフ付き添いのもと、見事に麺切りをされていました。普段では出来ない
貴重な体験だったのではないでしょうか？（太田)
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天候にも恵まれ
ました！
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春の外出レクは、皆様
からのリクエストもあり、
「交流を深めましょう」
という事でカラオケ歌屋
に行ってきました！

まずは自分の十八番を
選曲し、若いころを思い
出したり、懐かしいひと
時に浸ったり・・・。

大きな声を出し、歌う
ことで、皆様のストレス
も発散！！職員も一緒に
楽しみました。（柴崎）

女性陣からの黄
色い声援も！！



６月は前半が定食シリーズ、後半が手打ちそばと
いうことで提供させていたしました。

手打ちそばは、粉がそばになるまでの過程を実演
して、皆様に見ていただきました。熱心に実演を見
ている姿が印象的で、昔を思い出すね～と昔話にも
花が咲いたり・・・。できたてのおそばは大好評で、
おかわりの方が続出。皆様に喜んで召し上がってい
ただきました！

6月の予防行事食週間は『北海道のご当地グルメ』
でした！事前のアンケートで人気の高かった帯広豚
丼や苫小牧ホッキカレーなど、５種類のご当地グル
メを再現して提供いたしました！！ハヤシライスに
季節の野菜とホタテを飾った『森ライス』が特に好
評で、見た目も楽しめて味も良いと喜んでいただけ
ました！！

エスポワール北広島通所リハビリにて介護主任をしております太田です。
日頃より当施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。
山口君からバトンを引き継ぎ、何を書こうと考えましたが、少し自身の紹介を

させていただければと思います。
以前は胆振管内にあります穂別町（市町村合併により、

むかわ町となっています。）に13年ほどいました。穂別
という町は、恐竜の化石で有名ですが、ニュースや新聞
記事で見た方もいるかと思います。メロンの産地でもあ
り、地球体験館という地球上の環境を８つのゾーンに分
け、大きな模型や、ジオラマの中に入ったようなワクワ
ク感を楽しめる施設もあります。その地を離れ、北広島
に引っ越してから早10年が経ちました。この年月は娘の
成長と共に過ぎた感じがあり、幼稚園年長だった子ども
も、もう高校2年生となりました。現在、大曲に住んお
りますが、三井アウトレットパーク等の公共施設も建設
され、地域の風景も大きく変わっています。時代は日々
変革し、その流れに乗っていくことも大変ですが、常に
自分の足元を見つめ、利用者の皆様に満足いただけるサ
ービスを提供できるよう、スタッフ共々頑張って参りた
いと思います。今後とも宜しくお願い致します。
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相談室からこんにちは Vol.号外

相談員の新沼です。
私は、長らく在宅のケアマネジャーをしておりましたが、平成２３年から入所相談員と
なりました。 異動当初は在宅生活を支える立場と施設内で完結する支援との間で、大
変戸惑いました。しかし、徐々に「少しでも生活しやすいように支える（お手伝いする）」
という役割に変わりはないと思い、今日に至っています。
気がつくと、入所相談員となって５年目（育児休暇を差し引くと４年目）…。
毎年、多くの方々に施設をご利用いただき、退所を見送ってきました。
その中でもご自宅への退所は、過去3年間で100名近くに上ります。
エスポワールでは、できるだけご自宅での生活へスムーズに移れるように・安心して在
宅生活を始められるように退所の準備を行っておりますので、ご紹介いたします。

1.カンファレンス
・これまでの施設での生活の様子（生活・体調・リハビリ・食事量など）をご報告
・ご自宅での生活に際し、ご家族の不安な事をお聞きする。
2.退所前訪問（家屋調査）
１）不便や不安に思う所・危険な所がないかチェック
・例）寝室・トイレ・普段過ごす場所・浴室等→住宅改修・福祉用具レンタルなどの使用
を提案
２）介護するご家族の視点で考える
・ご自宅の環境を元に、どのような介護が必要となるか
・介護負担の軽減のためには、どのような方法があるか考える
→適切な介助方法・通所サービス・ショートステイなどの利用を提案
3.（ご希望時）介助方法の伝授
・動作や排泄時の介助など、ご本人・ご家族に負担ない方法をお伝えする
4.担当ケアマネジャーとの連携
・ご自宅で担当するケアマネジャーへ事前に情報提供し、連携を図る。
5.外出・外泊
・退所後、どのような生活となるかを確認。
・新たに困った事があれば、退所前に対応。
6.（ご希望時）デイケア体験利用
・当施設デイケアを利用予定であれば、外泊中に体験利用。
7.退所！！！おめでとうございます！
以上のような段階を踏みながら、ご自宅に帰ってからの生活に不安が残らないよう準
備を進めています。
これからも介護職員・看護職員・リハビリ職員・施設ケアマネジャー・相談員が一丸となっ
て、みなさまの退所を応援していきます。
ご不明な点等がありましたら、お気軽に相談員へお問い合わせください。
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皆様こんにちわ。今月より相撲記事を担当させて頂く貴幸です。ここ
では僕が選ぶ力士をご紹介させて頂きたいと思います。第一回目は今年
の1月場所での優勝後横綱に昇進した『稀勢の里』について簡単にご紹
介したいと思います。

四 股 名 ：稀勢の里 寛

（きせのさと ゆたか）

四股名の由来：「稀な勢いで駆け上がる」という思いを

込めて

生 年 月 日：昭和61年7月3日（31歳）

身 長 / 体 重：188㎝ / 175㎏

所 属 部 屋：鳴門部屋 → 田子の浦部屋

初 土 俵 ：H14年3月

出 身 地 ：兵庫県で生まれ、2歳の時に茨城へ引っ

越しています。

貴幸のココ★

両親は丈夫な体に育って欲しいという思いから清涼飲料水

やスナック菓子を一切与えず、母から多くの手料理を振る舞っ

てもらったそうです。鳴門部屋の親方から中学2年生の時に熱

烈なアプローチを受け中学卒業後に入門、中学校の卒業文集で

は「努力で天才に勝ちます」と書き残しています。その後は貴

乃花に次ぐ年少2番目の記録で新入幕を果たしますが、大関昇

進までに42場所、大関昇進後も横綱昇進の機会を2度逃し優勝

次点12回、2016年には年間最多勝を獲得するも、一度も優

勝することなく2017年1月場所を迎えます。苦しい戦いの中

14勝１敗の成績で初優勝を果たし、19年ぶりの日本人横綱誕

生となりました。人よりも進むスピードは遅いですが着実に歩

を進め努力した結果、横綱昇進という偉業を成し得たと思いま

す。今月9日より7月場所が始まります。怪我の状態は気にな

りますが、優勝出来るよう応援したいと思います。



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

エスポワール２階介護主任の早坂竜二で

す。３月から２階に移動してきて四ヶ月が経

ちました。今年で勤続１２年目になります。

デイケアから始まり、２階→３階→２階と最

近では予防のデイでもお目にかかることが

あると思います。皆様エスポのカメレオン職

員とお呼び下さい（笑）

今まで関わらせていただいた利用者様と

ご家族様は何百人。沢山の出会いのなか

忘れられない思い出もいくつもあります。こ

れからの出会いも一つ一つ大切にしていき

たいと思います。

次回は３Ｆで新婚ホヤホヤ幸せいっぱいの

竹中君です！

7/ 1 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

7/ 4 （火） 13:00～14:00 傾聴ボランティア（入所者） 3Fフロア

7/ 11 （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Ｆフロア

7/ 12  （水） 13:30～14:30 書道教室（入所者） 2Fフロア

7/ 15 （土） 13:00～14:00 生け花教室 （入所者） 2Ｆフロア

7/ 25  （火） 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

7/ 26 （水） 13:30～14:30 書道教室（入所者） 2Fフロア

～笑いの為なら・・ ～
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