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経 営 ( 診 療 ) 理 念

「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。

今年の冬は、雪が積もるのが遅いですね。でも、しっかりと寒さが強くなってきてい
ます。天気予報では雪の予報が近づいてきています。いよいよ、ですね。エスポワール
でも、クリスマスツリーを飾り、フラワーアレンジメントの講師の方がいらして、クリ
スマス飾りを製作しました。
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クリスマスに向けて準備は進んでいます

年末年始のご案内

当施設は、12月30日(日)から1月3日(木)まで、
年末年始のお休みを頂いています。この間は、休日
体制の職員配置で対応をしています。
ご不明な点は、各サービスの担当者までお問い合

わせ下さい。ご迷惑をお掛け致しますがよろしくお
願い致します。



『こころを紡ぐケア ～ご家族からのメッセージ～』

入居されている方のご家族から当施設とのエピソードをお聞きし、ご紹介する不定
期連載コーナーです。1回目はご両親が揃って当施設に入所していたＡさん（女性）に
お話を伺いました。

●エスポワールとの出会い
母が自宅で転倒し、動けなくなって入院となり、その後のリハビリ目的で紹介され

たことが最初の出会いでした。当時、父は元気でしたので毎日シャトルバスを利用し、
面会に出掛けていました。面会で父は、母に話し掛けたり、洗濯物を取り込んだり
持って行ったり…母のためにせっせと働いていました。そうした月日が流れていくう
ちに、今度は父も身体が不自由となり入院しました。家で介護することは無理だった
ので、病院のソーシャルワーカーに相談したところ、父も母の居るエスポワールに入
所することができました。

●久しぶりの家族団らん
今年に入り、母の体調が思わしくない日々が続いていた中、スタッフの方から自宅

への外出について提案がありました。母が外出できる最後の機会を探ってくれていた
のかもしれません。スタッフの皆さんが滞りなく準備を進めてくれたため、父と母が
揃って自宅に外出することが出来ました。家族の皆が揃って食事をしたことは本当に
久しぶりの出来事で、同行してくれたスタッフの方が記念に写真を撮影してくれまし
た。自宅に居た時間は3時間程度でしたが、かけがえのない時間を過ごすことができま
した。 母はこの外出が終わり、間もなくして他界しました。
このとき外出していなかったら、私は母に対する関わりに後悔していたと思います。

絶妙なタイミングで外出を提案してくれたスタッフの方に、本当に感謝しています。
前述した撮影してくれた写真は、母も父もとても良い表情をしていましたので、母の
葬儀のとき会場に展示させてもらいました。

●施設の生活の中で思うこと
父は現在も入所しています。スタッフの方の声掛けはいつも丁寧で、優しさを感じ

ます。父が体調悪いときは、施設内で情報共有をしっかりおこなってくれており、家
族として本当に安心しています。
両親に対するエスポワールへの感謝の思いを、私自身も還元できるように、現在ボ

ランティアで地域の活動に参加しています。父も1日でも長く、穏やかに過ごすことが
できるように、今後とも宜しくお願い致します。
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↑といった事が起り得るご自宅への外出。
年末年始、ご親戚がお集まりになる事も多いかと思います。
その輪の中に、昔みたいに利用者様も一緒に入れて頂けませんか？
不安も多いかと思います。事前に試してみたいでも構いません。
お近くの支援相談員までお知らせ下さい。

年末年始の外出・外泊のご案内



皆さんこんにちは。11月1日より当法人に勤務しております、田外智洋と申します。

偶然「１」が続きましたのでことのついでに言いますと、歯科医師となり今年で11年

目となります。ヒトの寿命が長いこともありよく10年一区切りといいますが、振り返

れば大学の歯学部に入学してから大学院を卒業するまでに11年かかり、ようやく自分

が歯科医師であること、言い換えると歯科医師として生きることを認めた気がします。

そしてこの11年でようやく歯科医師としての考え方や治療の技術的なことが身につい

てきたように思います。

しかし一方で、その考え方や技術的なことというものには幅があり、現実には歯科

医師それぞれ千差万別であるように感じます。その中で私が大事にしていることは最

先端の治療技術を追い求めることよりはむしろごく基本的なことに妥協せず成果と平

均点を上げることを目指し、患者さんごとに必要な治療を洞察して提供することです

（このような話を目上の先生にすると、君は若いんだからもっとアグレッシブにやり

なさい、とお叱りを受けるのであまり堂々とは言えませんが）。

今回当法人とご縁があったのも、おそらくこの考えに沿った仕事ができそうに思え

たからなのだと思います。どうぞお気軽に歯科受診してみてください。

仕事の話はこれくらいにして後は少々趣味の話をしますと、多くの方がそうである

ように運動したり、歌を歌ったり、どこかへ行くというようなことを好みます。マニ

アックと呼べるような何かに特別詳しい趣味というものは何一つなく、単純に体を動

かし、声を出し、自然を見て感じたり、努力したことに対して感動を味わうことがで

きれば満足です。そしてこれらを仕事とうまくバランスをとること、それが私の健康

法です。どうぞこれから宜しくお願い致します。

【経歴】
2008年 北海道大学歯学部卒業
2010～2012年 デンマーク オーフス大学留学
2013年 北海道大学歯学部大学院卒業
2013年 北海道大学病院 医員
2015年 札幌市内勤務
2016年 帯広市協立病院勤務

【資格】
2008年 歯科医師免許取得
2013年 歯学博士取得
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輪厚三愛病院の新しい歯科の先生です

田外 智洋 先生



４

私たちも（職員も⁈）自己研鑽に努めています！

11月9日・10日に札幌プリンスホテル国際館パミールにて第26回北海道老人保健
施設大会がありました。103施設の職員が参加し、約50施設から60演題の発表があ
りました。
今年はデイケアから２演題、日々の看護・介護の取り組みと成果を発表してきまし

た。エスポワールの取り組みには、興味を持って聞いていただいたようで、会場から
いくつか質問もいただきました。他の施設の様々な取り組みも聞けたので、参考にし
ながら、さらに利用者様の過ごしやすいデイケアになるよう努力していきます。

11月10日には、千歳の北ガス文化ホールにて、第3回千歳グランプリが開催され、
入所の太田主任が出場しました。この大会には、千歳市とその近郊の介護施設職員が
参加していました。今回は、食事の介助をする課題に取り組みました。本人は、とて
も緊張したと話していましたが、ステージ上では、笑顔で会話し、普段通りの介護技
術を披露していました！



11月の行事食週間は、前半は「ご馳走定食」後半
は「変わりご飯の日」で企画いたしました。ご馳走定
食では、サイコロステーキを利用者様の目の前で焼い
て提供をしました。アツアツのステーキに利用者様か
らは「美味しいし、お肉が柔らかくて良い」とご好評
をいただきました。他にも、勤労感謝の日には、ちら
し寿司の提供を行い、喜んでいただくことができまし
た。

11月の予防行事食週間は『海鮮贅沢どん
ぶり』でした。
サーモン丼や月見ネギトロ丼など、人気の

海鮮系の丼を日替わりでお出ししました。利
用者様からは『見た目も味も全部いいね！』
との声も聞かれ、喜んでいただけました。

５

今年も、あとわずかになりました。皆さんはどん
な2018年でしたか？

私は、道内の道の駅を巡り、それぞれの駅に設置
しているスタンプを集めるスタンプラリーをしてい
ました。
道の駅巡りの途中で、菜の花畑が広がる絶景スポッ

トや美瑛町の青い池を見に行ったり、6匹の子ギツネ
を連れた親ギツネに出会ったりと、自然に触れる事が
でき、エネルギーをチャージできました。

道の駅に行っては、そこで有名な食べ物を食べま
した。細川たかしの像も見に行ってきました。

普段は、家で寝てばかりのため、今年は良い意味
で忙しかったですが、とても楽しい年になりました。
来年も、違う思い出を作れたらと思います。

今月は・・・介護職員 中城 美緒
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

海鮮バラ散らし丼

海鮮丼

ちらし寿司

サイコロステーキ



今月は杖や棒を使用した『棒体操』をご紹介
します。
杖や棒を使用した体操は多様にありますが
今回は『転倒予防』を目的とした体操です。

1. 両足周り運動
中腰の姿勢になって杖をぐるぐると両足の周りを
回します。右周り5～10回、左周り5～10回を
目標に行いましょう。

2. 股抜き運動
足を開いて立ち、杖で8の字を描くように股抜きを行います。
8の字を5～10回を目標に描きます。

3. 股くぐり運動
片足を挙げ、挙げた足の下に杖をくぐらせます。
左右交互に行います。
これを左右3～5回を目標に行います。足を挙げ
た状態で連続して、くぐらせるのではなく、く
ぐらせた後、一度足を下ろしましょう。

4. 胸張り運動
杖を背中に回し、胸を張った状態で一歩前に
大きく踏み出します。図のように軽く膝が曲
がるぐらい踏み出しましょう。
踏み出した足を元の位置に戻し、反対の足を
同じ様に踏み出します。これを左右で10～
20回を目標に行います。

※注意点!!!
不安定な姿勢になりやすいため、転倒には十分
注意して行いましょう。4つの運動の中で無理
なく安全に行える運動のみ実施して下さい。

寒い冬を転倒なく過ごせるよう、
出来る方は是非自宅で行ってみて下さい。
今年も1年ご愛読頂きありがとうございました。

記：矢野貴幸

リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

６
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10月より、居宅支援相談センターきぼうで介護支援専門員（ケアマネジャー）とし

て働いております、井上怜也と言います。

はじめまして・・・ではなく、以前はエスポワール北広島で介護職員として働いて

おりました。その後退職し別事業所で働いておりましたが、ご縁があり同法人に復職。

介護付有料老人ホーム悠々で施設ケアマネジャーとして約5年間在籍し、現在に至っ

ています。

居宅ケアマネジャーは初めての経験で緊張しておりましたが、事業所内の先輩方は

親切丁寧に指導して下さるので、大変に感謝しております。ご利用者様またご家族様

には大変にお世話になりますが、今後とも宜しくお願い致します。

さて、話は変わりますが、我が家には中学生の男の子１人、小学生の女の子3人と

４人の子供がおります。一人ひとり、個性は様々ですが、そんな子供たちが共通して

夢中になっているものがあります。それは「野球」です。

きっかけは、長男が小学１年生の時に、何か夢中になれるものをみつけて、強く、

たくましく、成長してもらいたいとの思いがあり、その時に出会ったのが少年野球で

した。

人生初めての野球ですので、入部当初はバッドを振ることを出来ても球には当たら

ず。キャッチボールでボールを捕ることも出来ず。

試合でプレーをするなんて、ほど遠いものかと思っておりましたが、息子は練習を

休むことなく日々努力を積み重ねた結果、試合に出場できるほどまでに力を身に付け

ておりました。試合に出場し、ヒットを打ち、またフライを捕れるまでに成長。

そんな長男が野球をしている姿をみて、長女と次女も自ら野球をやりたいと言い、

入部しております（末っ子は小さいため入部していないのですが、やりたいと言って

います）。

長女も最初は、打てず。捕れず。泣いていた時もありましたが、今では外野手を越

すほどのヒットを打ち、守備では好プレーをするほどまでに成長。

次女は始めて間もないですが、兄や姉に負け時と一生懸命練習に励んでおります。

子供たちの成長のためと始めた野球ですが、今では子供たちが一生懸命プレーをし

ている姿をみて感動と刺激を受けています。

来年、長男は中学校最後の野球生活。長女は小学校最後の野球生活になります。悔

いを残すことなく全力プレーで戦い、仲間と最高の思い出を作ってもらいたいと思い

ます。

エスポ



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

12/ 1 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

12/ 6 （木） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

12/11 （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

12/11 （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

12/15 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

12/17 （月） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

12/20 （木） 14:40～15:35     舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴（入所者） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

12/26 （水） 14:30～15:30 お茶会（自由参加） 1Fフロア
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編 集 後 記

最近になって、宝くじをインターネット
で購入できるようになりました。私が子ど
もの頃は、毎年のように、札幌の地下鉄大
通駅にある第一勧銀（現：みずほ銀行）で、
年末ジャンボ宝くじの発売を待ち望んでい
た人々の行列が、テレビのニュースで流れ
ていました。
あれを見ると、年の瀬が近づいてくるの

を実感し、なんだか落ち着かない街の雰囲
気にのまれながら、クリスマス、冬休み、
大晦日、お正月と、次々と訪れるイベント
に、ワクワクしていた事を思い出します。
大人になったからなのか、街の中も以前

とは変わったのか、ここ数年の12月は、子
どもの時ほどのワクワク感もなく、「特別
な12月」でもなく、いつもの一ヶ月を過ご
しているような気がします。
働いてからは、忘年会が12月の恒例行事

となりました。ビンゴ大会やくじ引きであ
たる景品が楽しみですが、そこで運を使い
切っているのか、宝くじは全く当たったこ
とがありません。
さて、今年の年の瀬は、どうなる事で

しょうか。 （よ）


