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「夢」
「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

・入所・通所のひとこま ・・・・・・・・・・ １～４

・ぐっさんの国語ドリル・・・・・・・・・・・・２

・栄養科通信・・・・・・・・・・・・・・・ ５

・貴幸のドスコイ道場 ・・・・・・・・・・ ６～７

今月号の

デイケアで外出レクに行ってきました。皆様の「やってみたい！」を応援します

すっかり暖かくなり、北広島の夏が始まりました。デイケアでの外出行事、今年度は、
皆様の「やってみたい」「困っている」に応えるべく、アンケートを参考に企画を始め、
人数を分けながら3ヶ月間に渡って行う予定です。まずは５月に行った方々のご報告で
す。今後の企画も、現在進行中！私達もさらに盛り上げていきます！

外出にはうってつけの快晴でした。
たくさんのナイスショットも、お見事

でした！思わず声が出る瞬間ばかりで、時間
を忘れて楽しみました。今後もリハビリを続
け、スコアがのびるよう、頑張りましょう。

羊肉にも種類があって、食べ方にも色々あ
るのですね！自分たちで焼いたお肉って本当
に美味しいです。皆でテーブルを囲って食べ
るからこそ、より美味しく感じるのかもしれ
ませんね。ゆっくり堪能していただけました。

パークゴルフ

ジンギスカン
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「おかあさん」はいつまでも「おかあさん」

5月は母の日ということで、カーネーションを手に写真を撮り、それぞれの居室にお
祝いのカードを貼らせていただきました。
皆さんとても良い表情で、嬉しそうに笑顔を浮かべていました。感謝の気持ちを込め

“ありがとう”そしていつまでもお元気でお過ごし下さい。

新コーナー 「ぐっさんの ドリル」

デイケアの介護福祉士 山口がお届けする新コーナーです！
ここではちょっとしたクイズや頭の体操になる問題をご紹介。お時間があれば、是非どうぞ。

初回は、「春」に関する三択クイズを。暦の上ではすでに夏のようですが・・。（○をつけてみてね）

①春の野草の一つ、「ツクシ」。漢字で書
くと？

1.土筆 2.春筆 3.菜筆

③春の選抜高等学校野球大会を主宰してい
る新聞社は？

1.朝日新聞 2.毎日新聞 3.読売新聞

②「春告鳥」とはどんな鳥をさしています
か？

1.カッコー 2.ウグイス 3.ヒバリ

④春の季語は次のうちどれ？

1.風青し 2.風光る 3.風薫る

・・・回答は次号に掲載します。

突然ですが
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これも立派なリハビリですよ

デイケアで、午後からの空いた時間を使って、皆
様に少しずつ作っていただいていた『コースター』が、
完成しました♪その数、約100枚！！
シンプルで可愛いです。長く使っていただけます
ように。

エスポはコースターも皆様の 手作りです

6月に入り、今年も半分というところに差し掛かりました。暖かく過ごせる日も増
えてきまして、畑仕事や散歩など、外に出る時間をつくっています。皆様のご協力に
も感謝です。もちろん、リハビリも兼ねていますが、こういった雰囲気の中で受ける
春の陽気は、ますます気持ち良いものですね。トマト、ピーマン、スイカ・・・？今
から収穫が楽しみです。来たるこれからの暑い季節、乗り越えられそうな気がします。



５月の予防フロアでは『世界の料理』
週間を実施致しました！スペインのパエ
リアや、ロシアのビーフストロガノフ、
タイの麺料理フォーなど、世界各国の料
理を本場さながらに再現致しました！！
普段とは少し違うメニューで、利用者様
にも喜んでいただけました！！

介護フロアでは、5月3日の憲法記念日
にお赤飯をご用意いたしました。赤飯の
上品な色合いと味に、利用者様にも喜ん
でもらいました。行事食週間には、ご当
地メニュー週間ということで、北海道は
十勝の「牛玉ステーキ丼」、九州は「長
崎ちゃんぽん」等を提供しました！
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憲法記念日のご飯

大阪うなぎちらしタイ

～ガパオライス～

シンガポール
～海南鶏飯～

デイケア行事食 のご紹介

予防フロアでも・・・収穫が楽しみです

予防フロアの屋外デッキでは、今年もプランターにお花やトマトを植えました。普段
は中庭の送迎車しか見えないところですが、お花を眺め、収穫を楽しみにしながら、パ
ワーリハビリをする事ができそうです。
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ズッキーニは、見た目は胡瓜・食感はナスに似ていますが、実は南瓜の仲間なんです。
ズッキーニは淡白な味で、油との相性が良い為、炒め物や揚げ物で食べるのがオススメ
です。皮にツヤがあり、太さが均一で、切り口がみずみずしいものを選ぶと新鮮です。

～材料（2人分）～

・ズッキーニ 100ｇ

・塩（アク抜き用）少々

・ベーコン 25ｇ

・コーン 15ｇ

・塩昆布 5ｇ

・ごま油 小匙1

・白ごま 適量

～作り方～

①ズッキーニはヘタを取り除き、半月切りにして塩水に漬

ける（皮が硬い場合は、皮をむいて下さい）。

②ベーコンは1ｃｍ幅に切る。

③フライパンにごま油を熱し、ベーコン・ズッキーニ・

コーンを入れて炒める。

④火が通ったら、塩昆布を入れて混ぜ、しんなりと味が馴

染んだら白ごまを入れて完成です。

こんにちは理学療法士の松村です。僕は小学２年生から高校３年生までサッカーをやっ

ていました。そのため、サッカーを見るのもやるのも大大大好きになってしまいました(笑)

そこで今回は６月１４日から開催されるロシアワールドカップのお話をしたいと思いま

す。ワールドカップは４年に１度行われるサッカー界の１大イベントです。わが国日本も

厳しい予選を戦い抜きワールドカップ出場を決めました。成績不振のため３ヶ月前に監督

が変わるというハプニングがありチームの連携もまだまだまだ不十分ではありますがワー

ルドカップでは国のために一生懸命頑張ってほしいと思います。日本の初戦は６月１９日

にコロンビア、６月２４日にセネガル、６月２８日にポーランドと対戦します。グループ

ステージで２位以内にはいれば決勝トーナメントに出場できるので予選突破するためにも

僕も寝不足覚悟で応援していきたいと思います。みなさんも寝不足や体調管理に気をつけ

て日本代表を応援していきましょう。！！

今月は・・・理学療法士 松村謙汰
デイケア担当者によるリレーエッセイ

栄養科通信 季節の野菜レシピ ～ズッキーニ～



5月場所は、とても面白い場所となりました。大関を狙う栃ノ心と簡単に負け
る訳にはいかない横綱白鵬・鶴竜との熱戦。人気・期待共に１番で途中故障で休
場するも復帰し会場を盛り上げた新小結遠藤、白鵬から初金星を勝ち取った阿炎。
また今場所北海道出身力士としては26年ぶりの新入幕を果たし10勝5敗で敢闘
賞を獲得した旭大星等、見所が満載でした。
ただ残念なのは横綱稀勢の里、高安・豪栄道の両大関の休場です。来場所は大

関栃ノ心を加えた3横綱3大関が揃い名古屋場所を盛り上げて欲しいです。
と言うことで最終回となる今回は北海道の期待の星『旭大星』をご紹介します。

貴幸のココ★

幼少期は父親から空手の指導を受けていましたが、小学2年次地元のスポーツ
少年団で柔道を始めています。しかし中学校に柔道部がなかったため野球部に所
属し、引き続き柔道は地元の道場で指南を受けていました。
その後は柔道部の特待生として旭川大学高等学校へ進学しエースとして大活躍

します。高校3年次には複数の有名大学から推薦入学の誘いを受けましたが勉強
をしたくないという理由で大学進学には乗り気になれませんでした。
進学を悩んでいる時に大島親方（元大関 旭國）

からのスカウトを受けます。相撲自体に興味は持
てませんでしたが裸一貫で勝負出来ることに魅力
を感じ入門を決意します。上京時には父親から
「もう帰ってくる場所はないから覚悟しろ」と厳
しい言葉で送り出されました。
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四 股 名 ：旭大星 託也
（きょくたいせい たくや）

本 名 ：大串 拓也（おおぐし たくや）
所属部屋：友綱部屋（入門時は大島部屋）
生年月日：平成元年10月18日（28歳）
出 身 地：北海道旭川市
身長/体重：184.0cm/150.0kg
番 付 ：前頭十五枚目（H30年5月場所）
得 意 技：両前ミツ取り・出し投げ

拡大版



入門後は高校卒業前の2008年1月場所で初土俵を踏み、その後は体重が中々
増えないこと、厳しい稽古、成績が一進一退続きだったことに耐えかねて部屋か
ら逃亡したこともありました。
しかし時が経ち徐々に体が大きくなるに

つれて、ゆっくりではありますが幕下定着、
新十両昇進（2014年5月）を果たしていき
ます。
しかし幕内までの道のりは長く十両と幕下

を上がっては下がりを繰り返していました。
その後2017年9月場所中に婚姻届を提出し、
結婚して以降の場所では好調が続き11月・
1月・3月場所と勝ち越し2018年5月場所
より新入幕を果たします。

5月場所中も好調を維持し10勝5敗と存在感を見せつけてくれました。28歳
で新入幕は一般的には遅咲きではありますが、『旭大星』のように十両と幕下の
在位が長く挫折を何度も味わい叩かれた人間は、ちょっとのことでは挫けない強
い精神力を持っていると思います。

7月の名古屋場所は番付も上がり、番付上位との取り組みが組まれると予想し
ています。もしかしたら番付上位との壁が高く負け越す可能性もありますが、諦
めず北海道の希望の星として『旭大星』を応援していきましょう。
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最後に・・・・・

約１年間連載させて頂いたドスコイ道場も今回で
最終回となります。最初は自分の興味のある事を文
章にして皆様に少しでも伝えられたらという軽い気
持ちで始めました。しかし何度か書いていくうちに
文章にして人に伝えるのは難しいな、自分は書いて
表現するのが下手だなと思いました。それでも色々
な方に記事読んだよ、面白かったよ、頑張ってね等
と声を掛けてもらうのは、とても嬉しかったです。
拙い文章ではありますが今まで読んで頂きありが

とうございました。
今後も相撲愛を持って精進していきます。

理学療法士 矢野貴幸



行 事 案 内

○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

6/ 2 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

6/12 （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

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

6/13 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

6/16 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

6/25 （月） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

6/28 （木） 14:00～14:55     ｶﾗｵｹ・大正琴（通所者） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ
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皆様、こんにちは。３階、福嶋と申しま

す。昨年６月、孫娘が誕生しました。どう

いったらいいのか、可愛いのなんの。も

うだれかれ構わずそう言っちゃいます。

嫁には感謝しまくりです。ついでに息子

にも。

そしてつい先だって実の父が亡くなりま

した。ここ１年のうちに新しい命の誕生と、

年老いた命の終日を迎えました。とても

嬉しくまた、とても悲しい出来事が連なり

気持ちの揺らいでしまう毎日です。

それでも朝がきて夜をむかえ季節は移

り替わります。命のリレーをさりげなく続

けています。月並みですが、１日１日を

大切に生きようと思わずにはいられませ

ん。

リレーエッセイ


