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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

皆様こんにちは。今年は暖かくなる

のも早く、散歩日和の日が増えてきそ

うですね。今回は『春の筋力訓練』と

して立ち上がり・歩行するために必要

な足の筋力訓練を４つご紹介します。

※筋トレを行う際の注意事項

筋力訓練を行う際は呼吸を止めずにゆっくり行いましょう。

早く動かしてしまうと筋トレとしては不十分です。

下記の４つの運動は20～30回を目標に行いましょう。

１．膝を伸ばす 太ももの前面の筋肉を鍛える訓練です。

椅子に背筋を伸ばした状態で座り、膝をゆっくり伸ばし

ていきます。伸ばす際に足首を自分の方へ向けるよう

に上げていきます。

２．踵上げ ふくらはぎの筋肉を鍛えます。

手すりやテーブル等に掴まり、両方の踵をしっかりと

上げます。エスポリハビリでおなじみの筋トレですね。

３．足挙げ

太ももの前面の筋肉を鍛え、歩行時に足が床等に

引っかかりにくくします。

片手や両手で手すりやテーブル等に掴まり、片方ず

つ膝を挙げていきます。

この時ゆっくり高く挙げることを意識しましょう。

４.足の外開き

お尻の外側の筋肉を鍛え、片足立ちになった際に

ふらつかないようにします。

両手で手すりやテーブル等に掴まり、片方を20回

～30回を目標に外側に足を挙げます。

この時挙げる時も下ろす時をゆっくり行いましょう。

目標回数実施後は反対の足で同様に行います。

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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栄養科通信
～食はココロ。色はマゴコロ～

記：後藤管理栄養士

簡単レシピ
～もずくと胡瓜の卵スープ～

もずくの旬は4月～7月です。もずくのヌ

ルヌル成分である『フコイダン』は水溶性
食物繊維の一種で、腸内環境を整えた
り、食後の血糖値の上昇を緩やかにして
くれるなど、様々な健康効果が期待でき
ます。

～材料（2人分）～
・もずく 30ｇ
・胡瓜 30ｇ
・水 400ｃｃ
・鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟの素

小匙2
・塩胡椒 少々
・片栗粉 大匙1
・水 大匙2
・卵 1個
・ゴマ油 お好みで

～作り方～

①もずくは水洗いし、食べやすい長さに切る。

②胡瓜は皮を縦じまに剥いて、ピーラーでリボン状

にうすく切る。

③鍋に水・鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟの素を入れ、沸騰したら①②を

入れ、軽く火を通す。

④水溶き片栗粉を③に入れてとろみをつける。

⑤ほぐした卵を④に入れ、塩・胡椒で味を整える。お好

みでゴマ油を数滴入れて混ぜたら完成です。

①汁物（味噌汁・スープなど）は1日1回にして、具沢山にしましょう！
味噌汁には１杯約2ｇの塩分が含まれています。飲む時は具沢山にして量を7分目
にしましょう。汁そのものの塩分を薄くすることも大切です。

②調味料の塩分に注意！
素材自体にも塩分は含まれていますが、ほとんどが調味料の塩分です。調味料を
減塩のものに替えたり、出汁で割って使うなど工夫が必要です。ケチャップは比
較的塩分が少なめなので、料理の中に上手に取り入れて減塩を心がけましょう。

③香辛料・香味野菜・酸味を上手に使おう！
生姜やニンニク、しその葉や三つ葉など、香りの強い食材を組み合わせることで
調味料の量が少なくても、おいしく食べることができます。柚子の皮やわさびを
お浸しに入れたり、鰹節を混ぜるのもオススメです。

なんでも答えます。
～ご家族様より減塩のコツを教えて欲しいと相談頂きました～
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新入職紹介！！

出身：千葉県
趣味・特技：野球
好きな食べ物：白米
精一杯頑張ります！

出身：清田区
趣味：バレーボール
特技：フライング
好きな食べ物：しょうが焼き
先輩方の業務を見習って
頑張ります！

入所３階介護職員
森 康典

入所２階介護職員
横山 泰紀

入所２階介護福祉士
早坂 亜希子

出身：恵庭市
趣味・特技：手芸、折り紙
好きな食べ物：チョコレート
ブランクはありますが笑顔
で頑張りますのでよろしく

お願いします！

入所３階介護福祉士
山脇 睦子

出身：札幌市
趣味・特技：音楽鑑賞

（ジャニーズ）
好きな食べ物：スイーツ
これからよろしく

お願いします！

作業療法士
桐井 一博

出身：北見市
趣味・特技：筋トレ、ランニング
好きな食べ物：寿司
ご迷惑をかけることがあるかも

しれませんがよろしく
お願いします！

入所３階看護師
冨田 乃美

出身：札幌市
趣味・特技：キャンプ

スノーボード
好きな食べ物：メロン
よろしくお願い

いたします！

入所２階看護師
吉田 留利子

出身：札幌市
趣味・特技：釣りに行きボーッと

すること
好きな食べ物：パクチーには

まってます！
早く慣れて戦力になれる
よう頑張ります！

デイケア看護師
杉山 水亜子

（3月～4月に入職しました職員
を紹介させていただきます）

出身：遠軽町
趣味：映画鑑賞
好きな食べ物：野菜炒め
まだまだ覚えきれずに
いますが一生懸命頑張

ります！
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４

新年度のスタートから早一ヶ月が経ちました。
皆様、変わりなくお過ごしでしょうか？五月の始まりは気温差が気になり、暖かいよう

な肌寒いような・・・そんな連休だったように感じました。体調に気を付けながら、暖か
く爽やかな春を、皆様と共に感じられますように願っています。
さて、5月に入りデイケアでは、花の種を植えたり、畑の準備にも取り掛かろうとして

います。普段のレクリエーションの様子や趣味活動の一コマも少しだけお届けします(^^)
そして、外出行事に向けて、企画も進行中です。こちらもお楽しみに♪

今から収穫が楽しみです！

ゴルフ・射的・ボーリング・ハエ叩きゲーム・・・レクリエーションを楽しみました



５

春の訪れを感じる日々、休日を使って散策に出かけました。
～花は咲いて枯れて芽吹く～

今年も綺麗な桜が咲きました。
皆様の目にはどのように映ったでしょうか？ （山口）

趣味を活かして・・・カラオケ・麻雀・書道・・・みなさん真剣です！！！



６

予防フロアでは今月も脳トレ体操を二週に渡り実施しました。
今回の脳トレでは、『後出しじゃんけん』と『連想クイズ』を、一

連の体操に組み込み順番に挑戦しました。後出しで負けるのって慌て
ちゃいますよね(^^;) 皆さんで笑い、楽しみながら運動が出来ました。

手芸ボランティアさんでは、五月の節句が近かったので折り紙
で兜を折りました。参加された皆さんは、折り方を思い出し懐か
しく感じる方も多くいらっしゃいました。頂いた手作りのブロー
チを胸に飾り、ハイチーズ(#^^#)とてもお似合いです。

4月の行事食、春の彩り御膳では、なんと揚げたての天ぷらが
振る舞われました。
エビと行者ニンニクをその場で天ぷらに。とっても美味しかっ

たです。(^^♪



4月は丼ぶりご飯・春御膳をご用意致し
ました！
丼ぶりは、鶏照り玉丼、春のかき揚げ丼、

海老とじ丼を提供しました。また後半の春
御膳では、季節の天ぷらに春の彩りある変
わりご飯（枝豆ごはん、桜エビと三つ葉の
御飯）を添え、皆様からおいしいと好評で
した。

通所リハビリ ４月の行事食

4月の予防行事食週間は、前半が『春の
九枡弁当』、後半が『春の彩り御膳』でし
た！山菜やアスパラ・春キャベツなど、旬
の食材を使用した料理をお弁当箱に詰めて
提供いたしました！特に九枡弁当は『春ら
しくて色彩がすばらしい。』『どれを食べ
ても美味しい。』との声をいただき、大変
好評でした！！

今回は、わが家の長男「けいと」のお話をしたいと思います。長男は２年生から野球少年
団に入団しました。千歳では一番歴史が長い、結成して50年の少年団です。
今年、６年生になった長男は、母には似てくれずに、他の６年生と比べて身長が小さく、

試合を見に行くと、毎回ポジションが違うので、どこにいるのか分からない時が多々ありま
す。（笑）
その小さな身体で３年生の時から先輩方の試合に出場し、色々な事を経験しています。
昨年の全道大会では、準優勝でしたが、優勝出来なかった悔しい気持ちを覚え、先輩達が

果たせなかった全道優勝・全国大会の出場のために、毎日練習をし、少年団の練習後にも、
皆で集まって野球をしています。
その頑張りが実るように、母として一緒に今シーズンを頑張っていきたいと思っています。

７

今月は ・・・ 介護福祉士 加藤智美

春の九枡弁当

春の彩り御膳

春御膳

しらす枝豆ごはん

海老とじ丼



5月13日から始まる5月場所では新三役に『遠藤』、大関昇進をかけて『栃ノ心』、

そして6場所休場が続いている『稀勢の里』、そして今回から新入幕を果たした旭川

出身力士の『旭大星』。今場所も見どころ満載ですね。今回はいつもの力士紹介では

なく『大相撲に関する豆知識』をご紹介します。

１．力士の給料ってどうなっているの？

現在力士数は約700人です。この中で給与をもらえるのは関取と呼ばれる十両以

上の力士約70名のみとなっています。つまり幕下以下は基本無給となっています。

番付では隣り合う幕下と十両の月給は０と約１０３万円と大きく違います。まさに

幕下から十両に這い上がるため一番一番ガチンコ真剣勝負で相撲を取っているので

す。力士が引退時に一番嬉しかったことは？と聞かれると十両昇進を挙げる方が多

いのは、このためです。

２．懸賞ってどうやったら出せるの？

相撲の立ち会い前に、ぐるぐると土俵の周りを歩く懸賞は１本６万２千円です。

内訳は勝ち力士の手取りが３万円、本人名義の積立金が２万６千７百円、相撲協会

の諸経費として５千３百円となっています。申し込み条件は懸賞旗（縦120㎝横

70㎝）を用意し１日１本以上１場所に１５本以上となっているので最低でも９３万

円が必要となります。また個人名義では出すことが出来ず、会社や団体名義でない

と出せません。

３．仕度部屋では、どのように座っているの？

出番をまつ仕度部屋は東西に分かれ、関取が土俵入りの準備をしたり自分の取り

組みが来るまで待っているところです。部屋の一番奥には横綱が陣取り、だいたい

番付順に並んでいます。そして入り口に近いほど下位番付の関取となっています。

４．全取り組み終了後に弓を振り回すのは、なぜ？

『弓取式（ゆみとりしき）』と呼ばれるもので昭和27年1月場所から連日行われ

るようになりました。それ以前は千秋楽の結びの一番に勝った力士を褒めて弓を授

け、この弓を受け取る作法を『弓取式』と呼ばれていました。現在は長い弓を水車

のようにまわし自在に操る『弓取式』は相撲興行の１日を締めくくる華麗で力強い

儀式となっています。

８

どうでしたか？大相撲は歴史が長い分いろいろと奥が深いですね。今場所も満員御

礼で両国国技館が沸くような相撲が見れることを願っています。今回もご愛読ありが

とうございました。



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

5/ 2 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

5/ 5 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

5/ 8     （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

5/ 19 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

5/ 23 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

5/ 31 （木） 12:45～14:15 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ訪問販売（参加自由） 1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ

９

元〇〇でしょうと

言われますが・・・・

～高橋 綾佳～

はじめまして、３Fで勤務
している高橋綾佳です。
入職してから6年ちょっと
が過ぎ、子供も小学生

から高校生になりました。今では私が夜
勤でいない時、仕事で遅くなる時など、
ご飯支度や掃除をしてくれる様になり、
家族の協力があってこそ、私は自由に
働けているんだなぁと日々実感していま
す。

そんな私達家族は夫と私のバイクの後
ろに子供2人乗り、家族でツーリングやマ

リンジェット、バナナボートなど趣味とし
て家族で楽しんでいます。最近では留萌
に行き、海沿いを走り、おいしい物を食
べてきました。
だんだん子供が離れていく中、家族4
人＋犬2匹で過ごす時間を大切にし、
日々の仕事に励み、研修や資格を取り

キャリア
UPして
いきた
いと思
います。


