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「夢」
(「夢」とは心が満たされることである。)
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リハビリ通信

記：矢野貴幸

寒い日が続いていますが、体調は

大丈夫ですか？今年は寒波の影響

で全国的に寒い日が続いています。

また気温が低く、乾燥している気候は

ウィルスの活動が活発になりやすく

全国的にインフルエンザA･Bが流行しています。国立感染症研究所の発表によると1999年

に調査を開始して以来過去最多となる患者数となっています。予防接種を受けている方も

感染リスクがあり、高熱が出ずに微熱・咳・関節痛・倦怠感等の軽い症状でもインフルエン

ザの可能性があります。軽い風邪症状だからと油断していると周りの人にインフルエンザ

をうつしてしまう危険性があるため、身体に不調を感じたら病院受診をおすすめします。

予防として日頃からうがい・手洗いを心掛けましょう。ドアノブ・つり革・照明のスイッチ等、

人が多く触れる場所にはウィルスが付着している可能性があります。手に付着したウィル

スが体内へ侵入しないよう食事前、外出後、調理前には必ず手洗いを行いましょう。今回

は正しい手洗いをご紹介します。正しい手順で行うことで感染リスクを軽減することが出来

ます。元気に冬を乗り越えるために是非実践してみて下さい。

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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栄養科通信

記：後藤管理栄養士

寒くなると空気が乾燥し、風邪やインフ
ルエンザが流行しやすくなります。風邪予

防には手洗いや休養はもちろんですが、

バランスの良い食生活を心がけることが

大切です。日頃から風邪予防に効果的な

食品を取り入れて、風邪に負けない身体

づくりをしましょう！！

～食はココロ。色はマゴコロ～
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風邪の予防と栄養

・たんぱく質：体力をつける！
魚介類・卵・肉類・大豆製
品乳製品など

・ビタミンA：粘膜を保護する！
緑黄色野菜・うなぎ・レバーなど

・ビタミンC：免疫力を高める！
いちご・キウイ・赤ピーマン・ブ
ロッコリー・芋類など

・亜鉛：疲労回復！
カキや魚介類・赤身
の肉類・チーズなど

春菊には、抗酸化作用のあるβ-カロテンが豊富に含まれています。β-カロテンは体内でビタ
ミンAに変わり、皮膚や粘膜を健康に保ち、風邪などの感染を予防します。また、春菊独特の
香り成分には、食欲増進や胃もたれ解消などの効果が期待できます。

季節の野菜レシピ～春菊とハムのかき揚げ～

～材料（2人分）～

・春菊 80ｇ
・ハム 2枚
・小麦粉 小匙2
☆小麦粉 大匙2

と1/2
☆片栗粉 大匙1
☆冷水 50ｃｃ
・揚げ油 適量

～作り方～

①春菊は硬い茎は取り除いてざく切りに、ハムは1ｃｍ幅の
短冊切りにしてボウルに入れ、小麦粉を振り入れて全体に
まぶすように混ぜる。
②☆の材料を混ぜ合わせ、①に入れてざっくり混ぜる。
③②の1/4量を木べらに取り、丸く平らに形を作り170℃の揚
げ油へそっと入れる。
④両面しっかり火が通ったら完成です。
お好みで、天つゆや塩でお召し上がり下さい。
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無事に新年を迎え、デイケア恒例の書き初めを今年も行ってい
ただきました。「普段、習字なんて・・」とはじめての人も、
「私の字なんて・・」と遠慮されてしまう人もいました。ゆえに
書き上げられた作品の前では、安堵と達成感といったところで
しょうか。ですが皆様、とても良い表情をされていましたよ？

見本を眺めながらだって良いんです。思い切って走らせた筆は、心こもり本当に素晴
らしいのです。今年の干支は戌ということで、直向きに取り組んでいた皆様が印象に残
りました。そして今年も誠実な一年になりますよう、願いが作品からも伝わってくるよ
うです。 （山口）

デイケア介護主任の早坂が、今年の抱負を、
ズバリ漢字一文字で考えました！

「昨年、デイケアに異動となり、
新しい環境ということもあり、
色々なことに挑戦していきたいと
いう思いです」挑

いどむ
ちょうせん
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新年の風物詩、ビンゴ大会が開催されました！
なにか良い景品は当たりましたでしょうか？番号を読み上げ

ながら、わくわくドキドキ。ビンゴの瞬間は、嬉しさ弾み、大
きな声で「ビンゴ！！」 そばで見守る私達も楽しく過ごさせ
ていただきました。もちろん参加賞もご用意しておりました。
ご参加ありがとうございました。
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予防フロアでは1月16日～18日の3日間、体力測定大会を開催致しました。
3～4名のグループに分かれて順番に各項目の測定を行いました。昨年1月にも同様

の体力測定を実施していたので、その測定値とも比較してみました。皆さんリハビリ
の成果は出ていましたでしょうか？

最後に各種目の上位5名を発表させていただきました。
皆さま、ご参加ありがとうございました。お疲れさまでした。(*‘ω‘ *)（松尾）

①3ｍ先のコーンを回って歩くスピード
②片足立ち
③握力
④どこまで手が届くか
⑤5ｍ歩くスピード



１月は丼ぶりメニューとあつあつ鍋を
ご用意致しました！今年度初の鍋週間という
ことで、あったかい鍋に「おいしい」「もう
一杯」と言ってくださる方が続出。ちょうど
札幌に寒波が訪れていたこともあって「温ま
るね～」と皆様喜んで召し上がっている姿が
印象的でした。好評につき、２月も行う予定
となっております！

通所リハビリ １月の行事食

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！

スパゲティーやハンバーグなど、カフェ
で人気のメニューをワンプレートに盛り付
けて提供いたしました！利用者さまからは
「見た目が楽しいね。」との声をいただき、
味付けも好評でした！！

家では３匹の犬と２匹の猫を飼っているのですが、今回は最高齢である１５歳のト
イプードルのお話をしたいと思います。

この子は小さい頃からとても賢く、１度叱られたことは２度とやらない子でした。
しかし最近では忘れてしまったのか、小さい頃に叱られたことを何度もしてしまうよ
うになりました。また耳や目も悪くなっているようで、名前を呼んでも気が付かない
事も多くなっています。そのような姿に最初はとても悲しく、今までとは違う状態を
受け入れられない事もありました。

しかしある時、叱られている時は聞こえていない様子なのに、遠くで犬用のお菓子
を出す音には飛んで来ることに気がつきました。どうやら都合の悪いことは聞こえて
いないフリをしているようで、その姿にとても笑わせられました。また、飼い主が暗
くなってはいけないと感じ、笑顔で見守ることが出来るようになりました。

これからも年と共に益々老いを感じることがあるかと思います。しかし、この子が
元気に楽しく長生き出来るよう、飼い主として出来ることをして行きたいと思います。
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今月は ・・・ 言語聴覚士 大芝 瑞希

中華プレート

オムハヤシ
プレート

ビビンバ丼

あつあつ寄せ鍋



初場所は初優勝力士が近年続いており、2016年琴奨菊、2017年稀勢の里、そして2018
年『栃ノ心』と初優勝力士が3年連続初場所で誕生しています。今回は平幕力士としては2012
年5月場所の旭天鵬以来6年ぶりとなる幕内最高優勝を決めた『栃ノ心』をご紹介します。

四 股 名：栃ノ心 剛史（とちのしん つよし）

本 名：レヴァニ・ゴルガゼ

所属部屋：春日野部屋

生年月日：平成62年10月13日（30歳）

出 身 地：ジョージア・ムツケタ

（母国語：グルジア語）

身長/体重：192cm/177kg

最 高 位：西関脇（2016年7月場所）

得 意 技：右四つ・上手投げ

貴幸のココ★

今場所の栃ノ心は4日目に大関高安、5日目に大関豪栄道に勝ち好調な

幕開けとなりました。7日目全勝同士で横綱鶴竜には負けてしまいますが、

勢いは止まることなく、その後も得意の力相撲で相手を圧倒し14勝1敗で

初優勝となりました。初土俵から12年、決して楽な道のりではありません

でした。初土俵から13場所で新入幕を果たし、その後西小結まで番付を挙

げますが、2013年7月場所で右膝前十字靭帯、右内側側副靭帯を断裂する

大怪我を負い4場所休場することとなります。35場所維持した関取の座も

幕下へ陥落、西幕下55枚目まで番付を落とし、引退を考えるようになった

時、春日野親方に「あと10年は相撲を取らなきゃダメだ」とハッパを掛け

られ続投の意思を固めます。その後幕下から4連続優勝を果たし2014年

11月場所で再入幕、2016年7月場所では自身最高位の西関脇に昇進しま

す。小結を経験した力士が一旦幕下に落ちてその後関脇になったのは昭和

以降では初めてという記録だそうです。その後は怪我等で精彩を欠く場面

があり、西前頭3枚目で2018年初場所を向かえました。昨年11月に長女

が生まれ、父となった『栃ノ心』。優勝時には現在ジョージアにいる奥様

や両親にテレビ電話で報告し、家族全員で泣きながら優勝を喜んだと話し

ていました。最近は若手の活躍が目立つ中、30歳と決して若くない『栃ノ

心』ですが、今場所の相撲が来場所以降も続けば大関・横綱への期待が高

まるため今後も注目していきたいと思います。
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ご家族様にお伝えしきれない素敵な笑顔が施設にはございます。
ご希望の方がおりましたら相談室までお知らせ下さい。
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エスポワール気まぐれ写真館



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

2/ 3 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

2/ 7 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

2/ 8 （木） 12:30～13:10 手芸サークル（予防通所者） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

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

2/ 21 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

2/ 23 （金） 14:40～15:35 舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴（通所者） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ
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こんにちは。3階の桑原逸美です。

早いもので入職したときに1歳だった

下の子が今年の春に小学生になりま

す。 2人の子を持つ私が好きなもの

といえばまずはお酒！（おいしいビー

ルの話は任せてくだい。）、そしていつ

までも元気でビールを飲めるよう運動

不足解消のために始めた筋トレとラン

ニングもいつの間にかクセになってき

ました。

その中でも3年程前から家族旅行の

ために始めた500円貯金は主人はも

とより最近は子供たちも協力し

てくれるようになりました。

先日お年玉でもらった500円玉を「早く

行きたいから」と貯金箱に入れていま

した。

ああ、かわいい！

忙しい毎日や嫌な

事もこんな瞬間が

あるから乗り越え

られますよね。

お母ちゃん、これ

からも頑張ります。


