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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。敬老の日をお祝いしました

9月の「敬老の日」の前後で、入所・通所、それぞれの場所で、お祝いを致しました。
祝いの品や、職員が工夫を凝らして作成したカードなどをお渡ししました。これからも、
お元気で居てくださいね。
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9月6日に発生致しました、北海道胆振東部地震で被害に
遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
当施設では、大きな被害は無かったものの、停電により、

入所されている皆様にご不便をおかけ致しました。また、デ
イケアのサービス中止や固定電話の不通により、ご利用者様、
そのご家族の皆様にも、ご迷惑、ご心配をお掛け致しました。
エスポ便りは、9月号をお休み致しました。今後も、当施

設の様子をお伝えし、情報発信に努めて参りますので、どう
ぞよろしくお願い致します。
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入 所 行 事 ～外出レク～

8月30日 先月に引き続き、外出レクへ出掛けました。当初は千歳方面を考えてい

ましたが、当日はあいにくの天気で、近隣の平岡ジャスコへ場所を変更しました。

到着後、食品売り場など店内を回りフードコート内のサーテｲーワンでアイスクリー

ムを食べました。利用者様それぞれに楽しむ様子がうかがえ、いつもと違う雰囲気に表

情もキラキラされていましたよ！

100歳のお祝い

10月1日、100歳のお祝いにて北広島市の職員の方が来訪され、２F 坂本アエ様、
３F 阿部アキ様に、それぞれ祝いの品として銀杯と賞状が手渡されました。
最後に坂本様よりお礼の言葉が述べられ、祝いの席は幕を降ろしました。御家族の喜

ばれる姿もあり、これからもお元気で過ごされることを祈っております。
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焼きました

8月のデイケア、介護フロアーでの行事食は外で焼き肉をしました。台風が接近す
るなか、天気が危ぶまれましたが、大きく崩れることなく、3日間開催する事ができ
ました。いつもと違う雰囲気で食も進み、ノンアルコールビールで乾杯しました！！

エスポ農園は収穫の時期でした

5月頃から皆様と育てた「エスポ農園」８月から9月にかけては、収穫の時期となり
ました。スイカはカラスにも何玉か食べられましたが・・・デイケアのおやつとして
頂きました。じゃがいもに、枝豆に、ズッキーニ、トマトなど、収穫の秋を満喫しま
した♪

普段はデイケアの送迎を担当して
いるドライバーさんが、三日間、焼
き続けてくれました。
ご馳走様でした♪
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あっという間に北海道の短い夏が終わり季節は秋になりましたね。

秋と言えば・・・食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋・・・皆さんは、どんな秋を過ごすの

でしょうか？私は、寝る事、食べる事が大好きなので、一番は食欲の秋です！秋は美味しい物

がたくさん店頭に並ぶので、お買物に行くと、とってもワクワクします。

しかし、そんな私なので、数年間、見て見ぬふりをしてきた体重にも危機感を抱き、今年の

春から週に１回、バドミントンを始めました。学生の頃は運動が大好きでしたが、大人になり、

すっかり運動をする機会を無くしてしまい、最初は気力も体力も続くのか不安でしたが・・・。

勇気を出して始めてみると、色々な部署のスタッフやメンバーと出会い、毎回楽しく、時には

真剣に打ち合いをしながら、とっても楽しく充実した時間を過ごさせてもらっています。

これからも、たくさん身体を動かして、大好きな美味しいものを、たくさん食べて、元気

いっぱいの毎日を過ごしていきたいと思います。

是非、お近くにおススメの美味しい物があったら、教えて下さい。

これからも、どうぞよろしくお願い致します。

今月は・・・施設クラーク 籾山 かおり
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

９月の予防行事食週間は『ご当地グルメシ
リーズ』でした。鹿児島県の温たまらん丼や、
青森県の十和田バラ焼きなど、日本各地の名
物料理を再現して提供いたしました。これか
らも、皆様に喜んでいただけるお食事を考え
ていきたいと思いますので、よろしくお願い
いたします！！

９月の行事食は、敬老会御膳でした！秋の
旬の食材を取り入れ、まいたけや鮭のチャン
チャン焼き、栗おこわなど、季節の変わり目
を感じていただけるように調理致しました。
これからも末永く元気でお過ごしくださいと
の思いを込めて・・これからもよろしくお願
い致します。

北海道
ジンギスカン

広島県
あなご丼

敬老会御膳
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そうだ！フェイス…ではなくフェスにいこう。2018 vol.2

先月号の続きです。8月11日(金)から12日(日)の早朝まで、「ライジングサン・

ロックフェスティバル」に行ってまいりました。初日である10日(金)は早朝から雨、

雨、雨。会場に到着したのは早朝5時でしたが、オープンとなる10時まで雨に濡れ、

我慢強く時が過ぎるのを待ちました。

私事ですが、初日は3歳のチビ蔵を連れていきましたが、彼にして

みると雨は関係なかったようで、打ちひしがれる大人を横目に自然を

満喫しようと動き回っていました。このとき、捕獲したバッタは、夏

が終わった今でも我が家で元気に生きております(笑)ちなみに、チビ

蔵は肝心のライブが始まる前、飽きてしまい会場を後にしました。

さて、初日は北海道にゆかりのある「サカナクション」が登場。この時の天気は豪

雨、ときどき雷の鳴る凄まじい状況。演奏後は汗と雨でズブ濡れになってしまい、テ

ントで宿泊しては身体が持たないと判断し、仲間と一緒に各々の家に一旦帰宅しまし

た。翌日11日(土)は何とか天気も回復。が、前日の酷い雨でキャンプしている場所に

よっては、土が泥に変わってしまい、田んぼの上でキャンプしているような悲惨な状

態でした。幸い、私達のキャンプ地は無事で、昨年同様に快適な食事を楽しむことが

できました。

そして、この日のライブの楽し

みは今も昔も人気の「ZIGGY」、

あとはロックフェスに出演するこ

とが意外に思える「山下達郎」でした。残念ながら同じ時間のライブとなったため、

苦渋の決断ながら「ZIGGY」を観ることに。山下達郎を観た仲間の話では奥様もコー

ラスで参加されていたようです。このように同じ時間に観たいアーティストが重複し

てしまうことが“フェスあるある”ですが、それを選ぶことも 楽しみのひとつです。

この日は知る人ぞ知る、8歳の天才ドラマー「よよか

ちゃん」も出演。初めて観ましたが、8歳とは思えない

力強いドラム演奏に、感動を越えて思わず涙が出てしま

いました(笑)石狩在住の「よよかちゃん」。これからの

成長に大いに期待と応援していきたいです。

そして最後は「東京スカパラダイスオーケストラ」を

明け方3:30から観て、大いに盛り上がり今年のライジングサン・ロックフェスティバ

ルは幕を閉じました。終わってしまうと＂フェスロス＂が半端なく(笑)、しばらくは

気が抜けた状態でしたが、徐々に日常生活に戻っているところです。来年の開催日も

決まっており、それを気持ちの糧にしていこうと思います。

昨年もお伝えしましたが、ロックフェスに興味のある方、ぜひご一緒しましょう。

「居宅支援相談センターきぼう」にてお待ちしております(笑)この稿については、ま

た来年も皆さまにレポートできれば幸いです。有難うございました。

居宅支援相談センターきぼう 高橋



今回は『認知症』についてお話します。

現時点では残念ながら『こうすれば認知症にならな
い』という方法はありません。しかし最近の研究か
ら、『どうすれば認知症になりにくいか』というこ
とが少しずつわかってきました。今回は『認知症に
なりにくい生活習慣』と『認知症で初期に低下しや
すい3つの能力の鍛え方』をご紹介します。

【認知症になりにくい生活習慣について】
①食習慣：野菜・果物（ビタミンC、E、βカロチン）、魚介類・海藻類（DHA、EPA）

赤ワイン（ポリフェノール）の摂取を心掛ける

②運動習慣：週3日以上の有酸素運動の実施

③対人交流：人との交流を大事にする

④知的行動習慣：文章を書く・本や新聞を読む、博物館や美術館で教養を養う等

⑤睡眠習慣：30分未満の昼寝（寝過ぎはダメ）朝起床後2時間以内に太陽の光を浴びる

※脳の状態を良好に保つためには食習慣や運動習慣を変えること、認知機能を重点的に
使うためには対人交流や知的行動習慣を意識した日々を過ごすことが重要です。

【認知症で初期に低下しやすい3つの能力の鍛え方について】
①エピソード記憶：今まで自身が体験したことを記憶として思い出すこと
鍛え方：2日遅れ、3日遅れの日記をつける、レシートを見ずに買った商品をノートに

書き出す等
②注意分割機能：複数の事を同時に行う時、適切に注意を配る機能
鍛え方：料理を作る際に一度に何品か同時進行で作る、人と話をするときに相手の表

情や気持ちに注意を向けながら話す、右手で円を描き・左手で三角を同時に
描く等

③計画力：新しいことをするとき、段取りを考えて実行する能力
鍛え方：旅行の計画を立てる、頭を使うゲーム（囲碁・将棋・麻雀・パズルなど）を

行う、今までやったことがないことをする（絵を描く、書道、物を作る等）

2025年には認知症・認知症予備軍は1000万人を超えると言われています。65歳
以上の3人に1人、全国民の10人に1人が認知症になるのではないかと近年言われてい
ます。運動機能を鍛えることも大事ですが、脳を使った認知症予防も出来るところから
コツコツ行っていきましょう。

記：矢野貴幸

リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～

南瓜にはβカロテンやビタミンＥ・ビタミンＣ・

食物繊維などが含まれており、特にβカロテンは粘

膜などの細胞を強化して、免疫力を高める働きがあ

ります。免疫力が高まると外から侵入してくる有害

な細菌やウイルスを撃退するだけでなく、抗がん作

用も高まります。

～材料（4人分）～

・南瓜 400ｇ

・甘いゆで小豆缶 100ｇ

・塩 ひとつまみ

・醤油 大匙１

～作り方～

①南瓜はところどころ皮を剥いて、食べやすい大きさ

に切り、面取りをして角をなめらかにする。

②鍋に南瓜とひたひた浸かるくらいの水を入れて煮

る。

③南瓜に火が通ったら、ゆで小豆

・塩・醤油を加えてさらに煮る。

④味が染みたら完成です。

サンマに含まれるＤＨＡやＥＰＡは、脳を活性化させて頭の回転を良くしたり、血液

をサラサラにする効果があるとされています。サンマを選ぶポイントは、目に透明感が

あり濁っていないもの・頭の後ろが盛り上がっていて身に厚みがあるもの・お腹がしっ

かりと硬いものを選ぶと新鮮です。

～材料（2人分）～

・サンマ ２尾

・水 200cc

・砂糖 大匙2杯

・黒酢 大匙2杯

・醤油 大匙2杯

・酒 大匙2杯

・生姜 1かけ

・梅干し 2個

～作り方～

①サンマは内臓を取り除き、3等分の筒切りにする。

②生姜は皮を剥き、薄切りにする（無ければ生姜チュ

ーブでも可）。

③鍋に水から生姜までの調味量を全て入れ、火にかけ

る。

④沸騰したら①を入れ、15～20分煮る。

⑤梅干しを入れて煮詰めれば完成です。

記：後藤管理栄養士



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

10/ 4 （木） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

10/ 9 （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

10/13 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

10/19 （木） 14:00～14:55 ｶﾗｵｹ・大正琴（通所者） 悠々1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

10/20 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

10/22 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア
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編 集 後 記

9月6日から、もう１ヵ月が経ちまし
た。前日の台風により、北広島市内でも
倒木による交通障害、停電、マンション
を中心に断水があり、あれだって、数十
年に一度の、経験しがたい災害だったは
ずです。
しかし、その記憶が一瞬で薄れる程の

揺れと、その後の停電。多くの人が、あ
の夜に見上げた星空を、忘れる事が出来
ないと思います。
地震後の停電の中、私たちが救われた

のは、入所されている皆様が、とても気
丈に振舞っていた事です。
今までに経験した事がない災害のなか、

私たちは、混乱をしていました。それで
も、その混乱が大きくならなかったのは、
当施設をご利用の皆様、そのご家族が、
状況を理解し、ご協力をして頂いたから
と、強く感じるところです。
震源から少し距離がある事もあり、北

広島市周辺は、日常を取り戻しつつあり
ますが、余震が続き、北広島市内では被
害の大きかった箇所もあります。
考え過ぎるのは、ストレスになります

が、何の備えもなしに、これからの冬を
迎えるのも不安があります。出来る事か
ら、一つひとつ、備えていかなければい
けませんね。


