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(「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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新年のご挨拶。。

新年あけましておめでとうございます。
昨年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
年末から年始にかけ天候・気温共に比較的荒れることなく、ゆっ
くり静養されたことと存じます。

今年は戌年ですが、昨年12月に一般社団法人ペットフード協会
が推計した全国の犬の推計飼育数は892万頭（前年比4.7％減）。
平均寿命は14.19歳でした。チワワ等の超小型犬は家内で心地よ
い環境で生活しているせいか平均寿命15.01歳と特に寿命が長い
結果となりました。
犬だけでなく、人間も良い生活環境によって長寿で元気に過ごす
ことができると思います。
我々もご利用者様の生活の一部ではありますが、心が満たされ
笑顔になって頂ける時間をつくり出せるようにしたいと改めて感じて
おります。

４月には医療保険と介護保険の同時改正があります。超高齢化
と財政難により国から厳しい政策誘導が進められ、介護老人保健
施設としても病院と在宅の中間施設として更に強い役割を求めら
れています。中間施設として少しでも病院に長期入院しなくて済む
よう、入所・短期入所・通所リハビリ・訪問リハビリのサービスを駆使
し今年も職員一同努力していく所存です。
制度改正のため契約書類の変更等、ご利用者様に負担をかけ
ることがあると思いますが、ご理解頂けますようお願い申し上げま
す。

戌年ですので、野を駆ける犬のように、皆様方と元気に過ごして
参りたいと思いますので、昨年同様ご支援を賜りますようお願い申
し上げ、新年の挨拶と代えさせて頂きます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

介護老人保健施設エスポワール北広島
事務長 島谷清張
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リハビリ通信

記：矢野貴幸

～自宅で簡単に出来る筋トレ～
新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかに
新春を迎えられたこととお慶び申し上げます。
皆様のおかげで今年も無事に新年を迎えることができました。これもひと
えに当施設を信頼し利用して下さる利用者様、温かく支援協力してくださる
関係各所の皆様のお陰と心より御礼申し上げます。当施設は利用者様一人
ひとりが自分らしく地域で活き活きと生活できるよう、より良いリハビリの提
供を目指しております。今後も学ぶ姿勢を忘れずにリハビリテーション科一
同精進して参りますので今後共よろしくお願い致します。
新年の挨拶を中々文章でしたことがなかったため、少々堅い文章になって
しまいました、、、、
今回も自宅で簡単に出来る筋トレをご紹介します。

１）パテラセッテイング
立つ時や歩く時に膝に痛みがある方は是非行って下さい。膝周り
の筋肉を鍛えることで膝への負担を軽減することが出来ます。
左右1回5秒を10～20回程度が望ましいです。息を止めずに行いま
しょう。

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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昨年12月はクリスマス会を開催いたしました。同時に、思い出いっぱいのスライド
ショーを眺めながら、一年を振り返る会でもありましたね。私達スタッフによる催し物
は毎回形を変えながらも、皆様に心から楽しんで頂けるようにと・・・。
流行りのお笑い芸人に扮し、「キャリアウーマン」ならぬ、「介護ウーマン」として

舞台にあがらせて頂きました。また、体を張ったジェスチャーゲームでは、皆で頭を悩
ませながら和やかな雰囲気を。後半、ペンギン保育園の園児たちによる愛らしい演劇に
思わず頬がゆるめば、そこにはたくさんの笑顔と温もりがあふれておりました。皆様方
と共に作り上げた素敵な行事。ありがとうございました！
今年も笑顔あふれますように。 （デイケアスタッフ一同）

オープニングを飾ったのは・・・介護ウーマンです！！

続いて・・・・ジェスチャーゲーム。何の動きか 分かりましたか？？

保育所の子ども達が 元気に踊ってくれました
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スライドを見ながら 一年を振り返りました・・・

サンタで記念撮影！！皆さんお似合いです！！

スタッフが手作りしたクリスマスツリーを皆様に贈りました
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♪ジングルベルジングルベル鈴が鳴る♪
予防フロアでは12/18～22の5日間クリスマス会を開催しました。
クリスマスケーキをデコレーションしましょう！シフォンケーキ

とパウンドケーキに、生クリームと果物をトッピング。
自己流クリスマスケーキの完成です(*^。^*)。
ケーキを食べながら、来年の抱負など皆様に一言ずつ発表してい

ただきました。皆様にとって2018年が良い年になりますように。私たちスタッフも
お手伝いしてまいりますので、よろしくお願いいたしますm(_ _)m （松尾）

今回の手芸ボランティアさんでは、ミニチュアのクリスマスツリー
を作りました。小さなモミの木の枝に、さらに小さな飾りをひっかけ
る作業は、指先を器用に使う難しいものでしたが、皆さん真剣な表情
で取り組まれ、ボランティアさんにも手伝ってもらいながら、素敵な
ツリーが完成しました



１２月は『松花堂弁当』と『クリスマスメ
ニュー』を提供致しました。
助六寿司の松花堂弁当はとても好評で、皆

さん召し上がられていました。クリスマスメ
ニューは彩りがきれいだね、クリスマスっぽ
いねというお声をいただきました。

通所リハビリ １２月の行事食

12月の予防行事食週間は『あつあつ鍋週間』
でした！5種類の鍋を日替わりで提供し、利用
者様からは『毎日食べたいくらい美味しい。』
との声も聞かれました！！次の週にはデザート
バイキングを実施し、手作りのシフォンケーキ
や南瓜のパウンドケーキが大変好評でした！！

新年あけましておめでとうございます。
2018年が始まりました。新しい年の始まりは、どのような一年にしようか皆様も

様々な目標を立てられるのかと思います。
私事ですが、昨年末から娘とパン教室に通い始めました。

最初は、自分で作れるのか....手間がかかりそう....と不安もありましたが、自分の手
でこねて作る手作りパンは膨らむ時、焼き上がるまでワクワクドキドキしながら、そ
して完成したパンを食べた時は美味しくて感動します。

今年は、色々なパンをたくさん焼いて娘と趣味の時間を楽しく過ごし、また何事に
もチャレンジする一年にしたいです。
皆様にとっても実り多き一年でありますように！！
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今月は ・・・ 介護福祉士 久保亜由美

常夜鍋

すき焼き

クリスマスメニュー

松花堂弁当



皆様明けましておめでとうございます。いよいよ1月14日より1月場
所が両国国技館にて始まります。今回は今場所より東小結に番付を挙げ
た勢いのある若手力士『貴景勝』をご紹介します。

四股 名 ：貴景勝 光信

（たかけいしょう みつのぶ）

本 名：佐藤 貴信

所 属 部 屋：貴乃花部屋

生 年 月 日：平成8年8月5日（21歳）

出 身 地：兵庫県芦屋市

身長/体重：175cm/170kg

得 意 技：突き・押し

金 星：3個（日馬富士2個、稀勢の里1個）

貴幸のココ★

本名は貴乃花の「貴」の字に戦国武将織田信長の「信」を加えて

「貴信」、これは「男に生まれたからには、天下を取らないと駄目だ」

という父の思いで名付けられたそうです。相撲は小学3年生の頃から始

め、中学3年次には全国中学生相撲選手権大会で優勝し中学生横綱のタ

イトルを獲得しています。この大会の決勝で戦った相手が後の『阿武

咲』で、今場所からは東西の小結として活躍が期待されています。高校

は先輩に大関豪栄道、北勝富士らがいた名門埼玉栄高校に進学、7つの

タイトルを獲得、世界ジュニア相撲選手権大会無差別級でも優勝し高校

世界一という成績を持って、高校3年次9月に角界入りを果たします。

『佐藤』という四股名で活躍していましたが、新入幕後は親方より『貴

景勝 光信』の四股名を付けてもらいました。四股名を初めて見た時は

貴乃花の貴とそのご夫人の景子さんの景をもらったのかなと思っていま

したが、戦国武将上杉景勝が由来となっており、上杉謙信を親方、その

跡を継いだ景勝を貴景勝に例え、「日本の心意気や誇りの精神を持って、

自分の後を継いで欲しい」という思いで名付けたそうです。『貴景勝』

は豪快な突き押し相撲で、どんなに大きな相手にも臆することなく向

かっていきます。今後どのように相撲会を盛り上げてくれるのか楽しみ

な力士の一人です。
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Vol.号外

そうだ☆フェスに行こう。spin off 編

昨年11月号で一旦ピリオドを打った筈でしたが、リクエス
トにお応えし（笑）、今月も掲載させて頂きます！

11月18日、伝説のバンド「Hi-STANDARD」のライブに
いってまいりました。会場は真駒内セキスイハイムアリー
ナ。天候は吹雪という最悪なコンディション。ですが、今回
の全国ツアーに期待したファンが、吹雪なんぞお構いなく
大挙しました。18年振りにリリースされたCDに併せたライ
ブ！約10,000人を越えるファンの熱気で会場内は溢れて
いました。

Hi-STANDARDは、1990年代後期にメロコアと呼ばれる
ジャンルの音楽で、日本国内に限らずアメリカでも人気の
あったバンドです。その当時に若者だった世代は、時を越
えて現在30代後半から中年世代となっています。今回の
ライブでは、そうしたファンに向けて「ファミリー席」が用意
されていました。お父さん、お母さんが熱狂して聞いたHi-
STANDARDを、我が子と一緒に聞いて、盛り上がれるの
は粋な計らい。限られたファミリー席ではありますが、親
子で楽しんでいる様子が伺えました。

肝心のライブですが、アンコールも入れて合計25曲を演
奏。「もっと聞きたい」と思いつつ、ライブの余韻に浸りな
がら、更に酷くなった吹雪の中を帰りました。
なお、ライブでの歌や音楽の音量は想像を越えるもので
す。Hi-STANDARDは曲も激しいので、ファミリー席に子
供を連れていくならば、耳栓は必須であることを学びまし
た。
来年夏のライジングサンロックフェスティバルには、その
頃3歳になる子供を連れて行こうと思います。

では、今後も不定期に連載を致します。私以外にもライ
ブ参戦している方が居れば、今後は掲載リレー出来れば
と思います。ご期待くださいませ。No Music No life!
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Beam of hope！
（意味：きぼうの光）

記：高橋



行 事 案 内

編集後記

○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

1/ 6 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

1/ 16 （火） 13:30～14:30 書道教室（入所者） 2Fフロア

1/ 20   （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

1/ 25   （木） 12:30～13:10 書道教室（入所者） 2Fフロア
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明けましておめでとうございます。

３階フロアのケアワーカー小野寺です。

エスポワールにお世話になって○○

年が経過しようとしております。

私はいつも仕事で笑顔を心懸けて

います。

また、私は外観と違ってとてもお肉

が大好きです。職場の仲間とも「ラム

肉部」という非公認の活動を行い部長

も仰せつかっております。美味しいお

肉が食べられるスポットも数多く把握

しております。

また、その蓄えを消費すべくヨガにも

通っております。ヨガはとても奥深く神

秘的な世界感

がひろがります。

⇒のような

ポーズまであと

少し今年も仕事

・食事・趣味と

充実させたいと

思います。

(*^_^*)


