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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

デイケアで外出レクに行ってきました。輪厚にもこんなに人だかりが

8月3日（金）の午後、いつもは人通りの少ない輪厚に、どんどん人が集まってきま
した。皆様のお目当ては、11年ぶりに北海道にお越しになった天皇皇后両陛下。エス
ポワール北広島の横の道をお通りになりました。私達が集まっているところでは、両陛
下を乗せた車が徐行し、歓声が沸く中、手や旗を振って、輪厚へお越し下さった事を喜
びました。
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施設入所をご利用の皆様へ お願い

先日、お手続きして頂いた「介護保険
負担限度額認定証」の申請結果がお手元
に届きましたら、受付までご持参下さい。
入所中は原本をお預かりしています。

支援相談員

テレビのニュースでも流れました
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入所行事 ～道の駅にお出掛けしました～

7月24日 恵庭にある『吉光牧場ミルク
通り』と『道の駅花ロードえにわ』に外出
レクにて出掛けました。
当日は天候にも恵まれ冷たいソフトク

リームを皆さん美味しそうに召し上がって
いました。花々のアーチをバッグに美女ぞ
ろいの写真をパチリと1枚。とても良い表
情ですね！
今後も外出レクを予定していますので、

またご紹介出来ればと思います。

デイケア外出行事 ～ファイナル～

皆様いかがお過ごしでしょうか？5月から始まった外出行事もいよいよ7月で最後と
なり、道の駅へのドライブやお買い物を楽しんできました。今回、少人数で回数を分け
て出掛けてきましたので、じっくりとお過ごしいただけたのではないかと思います。今
後も皆様からのお声に耳を傾けながら、より良い行事を企画していきたいと考えていま
す！

https://chitose-aq.jp/
https://chitose-aq.jp/
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予防フロア ～脳トレ体操～

今月の行事は恒例の脳トレ体操（第8・9セッション）を行いました。段々と難易度
も上がってきて、足の動きもより複雑になり難しかったですね。
後出しじゃんけんの皆さん笑顔が素敵です(#^^#)

予防フロア ～あつあつのお料理～

予防フロアの行事食は『焼肉セット』と
『天ざるセット』という、ボリューム満点の
定食風メニューでした。
焼きたてのお肉と、揚げたての天ぷらが

熱々で美味でした。
ごちそうさまでした～(*'ω'*)
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今年も、お盆の時期になり北海道は少しずつ秋の気配を感じる

季節となりました。7月の初旬には梅雨を思わせる雨の日が続き、

このまま夏が来ないかと思いましたが、下旬になると暑い日もあ

りビールがはかどったかと思います。

さて私は、誰でも出来る、ゆる～い継続できるランニング方法を紹介します。これは私の体験談で

もあります。楽とか辛いとか主観的な感覚で気が向いた方はやってみて下さい。それは、「最近、体

重か増えてきたなぁー、走ってみようかなぁー」から始まります。まず目標地点を決めます。（最初

は大ざっぱに1ｋｍか2ｋｍ位でいいかな？）かなりゆっくりとしたペースで（目標地点まで走り続け

られるスピード、早歩きでもかまいません）（スピードを上げると走り続けられませんので御注意下

さい）目標地点まで走り続けます。それを週1回か2回で継続します。それだけです。簡単ですよね？

要は続けることです。その後は自然に「もう少し距離を伸ばそうかな？スピードを上げてみようか

な？週3回にしてみようかな？筋トレもしてみようかな？」と皆さん思うはずです。そう感じたら出来

る範囲で感覚的に増やして下さい。さあ始めてみましょう！！

話は変わりますが、私は夏になるとプロレスを見に行っていた時期がありま

した。子供の頃テレビで見ていたアントニオ猪木を思わせる新日本プロレスの

柴田勝頼が好きで行ってました。

棚橋弘至（あいしてまーす！の人）やオカダカズチカ（金の雨を降ら

せてやる！の人、最近はキャラ変わった？）、真壁刀義（スイーツ！）

等がテレビ的にも人気があるとは思いますが・・、昔を思い出させる

柴田・・、昨年4月にオカダとの試合で硬膜下血腫・・、復活を期待し

てます。皆様、まだまだ暑い日もありますので熱中症に御注意下さい。

今月は・・・理学療法士 科長 中村 宏明
デイケア担当者によるリレーエッセイ

デイケア行事食 のご紹介

７月の予防行事食週間は、前半が『焼肉
セット』、後半は『天ざるセット』でした。
利用者様の目の前で調理した、揚げたての天
ぷらが特に好評で、『豪華だね！やっぱり揚
げたては美味しいね～！』と皆さん喜ばれて
いました。

７月の行事食週間は変わりご飯の週間でし
た。あさりご飯から始まり、旬の枝豆を使用
した枝豆ご飯、また、２０日は「土用丑の
日」ということもあり、うなぎちらしを提供
致しました！

焼肉セット

天ざるセット うなぎちらし

あさりご飯

柴田勝頼
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そうだ！今年もフェイスに行こう！

≪≪7月号の回答編です。７月は、言葉の二択問題でした。≫≫
① A：打つ B：指す
１．将棋を（打つ） ２．囲碁を（指す） ３．横手を（打つ） ４．掌を（指す）
≪「掌（たなごころ）を指す」とは、極めて明白な事の例えを言います≫

② A：手 B：足
１．二の（足）を踏む ２．喉から（手）が出る
３．一挙（手）一投（足） ４．頭寒（足）熱
≪「頭寒足熱（ずかんそくねつ）」とは、頭を冷やし足を暖める事です。よく眠れ、
健康に良いです。≫

③ A：犬 B：猫
１．（猫）をかぶる ２．（犬）の遠吠え ３．（猫）の額 ４．（犬）に論語

≪ 「犬に論語」、わからないものには何の意味もありません。「豚に真珠」、
「馬の耳に念仏」なども類語です。≫

「ぐっさんの ドリル」～回答編～

皆さまお久しぶりです。居宅支援相談センターきぼうの高橋です。
昨年の同じ時期、夏フェスについて書かせてもらいました。
小さいながらも反響があり、エスポだよりの有効性を実感する機会となりました。
という訳で今年も夏フェスについて書かせて頂きます。

私が参戦する、ライジングサン ロックフェスティバルは8月10日(金)から12日(日)
早朝まで石狩市で開催されます。1999年から始まったので、今年が記念すべき20回
目の開催です。振り返ると私も2006年から参戦しており、夏フェスとともに早12年
の月日が経ったのだと実感しております（笑）

昨年もご紹介した通り、アーティストが何日
の何時に出演するか一目でわかるタイムテーブ
ルが発表され、そのタイムテーブルに穴が開く
ほど凝視し、当日の動きをニヤニヤしながら考
えています。
同時に、8月10日（金）から12日（日）迄

の2泊3日のキャンプに備えて、自前のキャンプ
道具の確認、仲間との打ち合わせを重ねている
ところです。

このエスポだよりが皆様の手に届くころは、
夏フェスも終わってしまい、私は真っ白な灰の
ように燃え尽きていると思います（笑）。来月
のエスポだよりで、参戦レポートを載せる予定
です。少ないながらも掲載を楽しみにされてい
る方々、ご期待ください！



今回は『熱中症』についてお話します。

全国的に猛暑が続いていますが、体調は大丈夫ですか？

この時期に気をつけたいのは『熱中症』です。熱中症患者

のおよそ半数が高齢者（65歳以上）となっています。

今回は『熱中症』を防ぐには、どうしたら良いのか対策

方法についてご紹介します。

めまい・顔のほてり・筋肉痛・筋肉の痙攣・体のダルさ・吐き気・体温の上昇・皮膚

の赤み・意識障害・歩行のふらつき等様々な症状がみられます。少しでも体に異常を感

じたら涼しい場所へ移動しスポーツドリンク（ポカリスエット・アクエリアス）等の塩

分・水分を同時に補給出来るものを少しずつ飲みましょう。それでも改善しない場合、

嘔吐してしまった場合には近くの病院を受診しましょう。

１．こまめな水分補給

喉が乾いていなくても、こまめな補給を心掛けましょう。普通に食事ができ、たくさ

ん汗をかいていない場合は水や麦茶で大丈夫ですが、汗をたくさんかいた場合や食事が

あまり摂れていない場合は体内の塩分が不足してしまうためスポーツドリンクを飲みま

しょう。特に入浴後には水分をしっかり取りましょう。

２．部屋の温度を測る

加齢に伴い温度の変化に気づきにくくなることがあるため、体感に頼らず、部屋の目

立つ場所に温度計を置き、目で確認するようにしましょう。

３．室内を涼しくする

日差しのない室内でも高温多湿・無風の環境は熱中症の危険度が高まります。冷房や

除湿機・扇風機などを適度に利用し、涼しく風通しの良い環境で過ごしましょう。

４．炎天下の外出は避ける

日差しや熱の影響により体に負担がかかりやすく、水分が急速に失われる可能性があ

ります。お出かけの際は水分を十分に取り涼しい服装を心掛け、直射日光が当たらない

よう帽子や日傘を利用しましょう。

５．周りの人が気にかける

自分では暑さや喉の渇きに気付きにくく、体調の変化も我慢してしまうことがありま

す。周りの人が体調をこまめに気にかけ、上記の予防対策を促しましょう。

暑い夏を健康的に乗り切れるよう、日頃の体調管理を怠らず元気に過ごしましょう！

記：矢野貴幸

リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。また、日頃より当施設の運

営につきまして、特段のご理解とご協力を賜り暑く御礼申し上げます。

さて、7月20日に予定しておりました訪問販売が、ヨーカドー様のご都合に

より急遽中止となりました。ご利用者様ならびに楽しみにされていた皆様には、

多大なご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。心より深くお詫び申し

上げますと共に、何卒ご理解、ご了承の程お願い申し上げます。

尚、この度中止となりました訪問販売の日程を、下記の通り改めさせていただ

きます。ご都合がつきましたら、是非ご参加頂けますようお願い申し上げます。

事務所よりお知らせ

栄養科通信 季節の野菜レシピ ～トマト～

トマトの赤い色素である『リコピン』には、強い抗酸化作用があり、肌の細胞を守る

とともに、シミやシワなどの肌トラブル予防にも効果があるとされています。トマトは

真っ赤に熟しているほど栄養価が高い為、全体の色が均一に赤く、皮にハリがあり、

ずっしりと重いものを選ぶのがオススメです。

～材料（2人分）～

・トマト 中玉2個

・とうもろこし 1/2本

・はんぺん 1枚

・大根 80ｇ

・オクラ 4本

・塩 少々

・水 400ｃｃ

・コンソメ 8g

～作り方～

①トマトは湯剥きしてヘタを取り除く。とうもろこしは輪切り、

はんぺんは斜め半分、大根は半月切りにする。

②オクラは塩で板ずりして洗い、ヘタを切り取る。

③鍋にお湯を沸かしてコンソメを入れ、大根を煮込み、火が

通ったら残りの具材も入れてさっと煮込む。

④粗熱を取り、冷蔵庫で冷やしたら完成です。

イトーヨーカドー訪問販売に関するお詫びとお知らせ

◆日 時：平成３０年８月３１日（金）

１２時４５分～１４時１５分

◆場 所：エスポワール北広島１Fエントランス



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

8/ 4 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

8/ 9 （木） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

8/14 （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

8/18 （土） 13:00～14:30 翔仁会合同夏祭り（参加自由） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

8/22 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

8/24 （金） 14:40～15:35 舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴（通所者） 2Fフロア

8/31 （金） 12:45～14:15 ﾖｰｶﾄﾞｰ訪問販売（参加自由） 1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ
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皆様こんにちは。
私、エスポワール２階所属の山谷と申

します。エスポ、三愛病院をもう数十年
とまではいきませんが勤めています。
二年前よりミニ家庭菜園をしてまして、

一年目ミニトマト２本のみ植えましたが
みごとに惨敗。悲しい。
二年目ミニトマト３本、ナス１本、

キュウリ１本、ししとう１本、子供ピー
マンを植えましたがキュウリ、ナス、
ピーマンは残念ですが口に入らず、しし
とうは１０月の寒さで惨敗。
トマトのみ収穫でき嬉しく、楽しく、と
てもおいしかったです。
今年はリベンジの年です。三年目はミ

ニトマト２本、ナス２本、キュウリ２本、
ししとう１本、ズッキーニ２本、これは
新しくチャレンジです。毎日大きくなれ、
大きくなれと呪文をかけてます。収穫を
楽しみに頑張ってますが、お夫婦晴れの
日をと祈っている毎日です。

リレーエッセイ


