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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。

新年あけましておめでとうございます。昨年は、「数十年に一度」の災害が何度もお
こり、年末にも「記録的な寒波」が押し寄せ、防災や普段の備えを、改めて考える一年
でした。年末年始は、幸いにも心配した程の大雪にはならず、穏やかな新年だったので
はないでしょうか。
本年も、エスポワール北広島職員一同、皆様の「夢」に、福祉サービスを通じて、寄

り添っていきます。どうぞよろしくお願い致します。
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本年もよろしくお願い致します

インフルエンザに注意

昨年末から千歳保健所管内でもインフルエン
ザが流行し、警報レベルの注意喚起がされてい
ます。今一度、体調管理に気をつけ、体調がす
ぐれない場合の面会・サービス利用は各職員に
ご相談下さい。

松崎一郎様 書

大友昭子様 作
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新年明けましておめでとうございます。予防フロアでは今年も皆様にとっ
て良い一年になりますよう、お手伝いして参りますのでよろしくお願いいた
します。

12月はクリスマスを祝い楽しむ企画として、ケーキバイキングを開催し
ました。シフォンケーキとパウンドケーキにフルーツと生クリームをトッピ
ング♪カボチャお汁粉も一緒に皆さんでいただきました。
真っ赤なポインセチアも皆さんに見守られ元気に育っています。サンタも

登場し楽しい時間を過ごすことができました(^_^)v

サンタクロースは来ましたか？
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新入職の紹介です

所属：総務課

名前：白取 優一（ ｼﾗﾄﾘ ﾕｳｲﾁ ）

出身：岩見沢市

趣味・特技：バドミントン

好きなもの：寿司・ラーメン・焼肉

一言：宜しくお願い致します！！

所属：デイケア 介護職員

名前：佐藤 美映（ ｻﾄｳ ﾖｼｴ ）

出身：札幌市

趣味・特技：マラソン

好きなもの：お酒 ワイン

一言：介護職に就いて学ぶ事がたくさんあります。

日々勉強中ですが皆様が笑顔で過ごして頂

けるよう頑張ります

所属：入所２階 看護師

名前：小林 美紀（ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ ）

出身：北広島市

趣味・特技：映画鑑賞・卓球

好きなもの：旬な食べ物（カキ、ウニetc...）

一言：犬と猫のお世話を毎日して体力には自信が

あります。宜しくお願いします！！

所属：デイケア 介護福祉士

名前：鳴海 恵理佳（ ﾅﾙﾐ ｴﾘｶ ）

出身：釧路市

趣味・特技：おやつ作り バイク

好きなもの：果物

一言：笑って過ごして頂けるように精進していき

ますのでよろしくお願い致します。

所属：デイケア 介護福祉士

名前：堀元 ゆりか（ ﾎﾘﾓﾄ ﾕﾘｶ ）

出身：旭川市

趣味・特技：映画鑑賞・読書（ﾏﾝｶﾞも含む）・アニメ

好きなもの：寿司・イタリアン・果物・菓子

一言：笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。
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12月の行事食週間は、忘年会ということもあ
り、普段とは違ったメニューを提供致しました。
特に『彩りいなり寿司』は、見た目も華やかで、
利用者様から「綺麗だね」と喜んでいただけまし
た。また、クリスマスには「クリスマスプレー
ト」を作りました。ワンプレートももちろんです
が、右上のチョコプリンは、トナカイをイメージ
して作りました！

12月の予防行事食週間は、毎年大好評の『あ
つあつ鍋週間』でした。
豚みぞれ鍋・すき焼き・石狩鍋・水炊き・寄

せ鍋を1人用の土鍋を使用して、熱々の状態でお
出ししました。利用者様からは『出汁が効いて
るね～。』『この時期うれしいね。』との声が
あり、喜んでいただけたようでした。
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新年明けましておめでとうございます。
皆さまお正月はどう過ごされたでしょうか？
我が家は受験生がいるため、ひっそりと過ご

しました。そのため？食べすぎてしまい体重が
気になっているリハビリテーション科言語聴覚
士の五十嵐です。
昨年はというと、『Mr．Children』『嵐』

『little Gree Monster』のライブに行くことが
できました。特に昨年末の紅白歌合戦にも出て
いたlittle Gree Monsterは長男とのデートでし
た！！今年は高校生になる予定の息子なので二人
ではもう行ってくれないかもしれませんが素敵な
歌を聴きながら、成長を感じるいい時間が過ごせ
ました。
今年も何回かで良いので、ライブに行ってリフ

レッシュすることを目標にして頑張りたいと思い
ます。そして、元気にたくさんの方の笑顔に触れ
ながら今年も過ごしていきたいなと思います。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

今月は・・・言語聴覚士 五十嵐 梨香
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

寄せ鍋

豚みぞれ鍋

ｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｰﾄ

彩りいなり寿司



明けましておめでとうございます。皆様により良い
リハビリの提供が出来るようリハビリテーション科
一同精進して参りますので今後共よろしくお願い致
します。今月は『バランスボールを使用した運動』を
ご紹介します。買ったはいいけど、部屋の隅に置いて
あるバランスボールはありませんか？やりたいけど効
果的な運動が分からない等あると思います。
この機会に是非行ってみましょう！

○自分に合ったバランスボールの選び方
ボールの直径 身長
・４５cm → １５０cm以下
・５５cm → １５０～１７０cm
・６５cm → １６５～１８５cm
・７５cm → １８５cm以上

○バランスボールの効果
バランスボールは体幹（背中・お腹）の筋力向上・姿勢の歪み改善・腰痛軽減、バラン

ス能力向上が主な効果となっています。普段自宅で横になることが多い方はバランスボー
ルに座るだけで筋力・体力の向上につながります。

○バランスボールを使用した運動
①前後・左右の運動
バランスボールの真ん中に座り、足の裏を床に着けます。手を

太ももの上に置き、前後・左右にゆっくり動かします。各方向
20回を目標に行います。
②腰ひねり運動
バランスボールの真ん中に座り、足の裏を床に着けます。両手を肩の高さまで挙げ肘を

伸ばします。その状態でゆっくり左右に腰をひねります。左右20回を目標に行います。
③ももあげ運動
バランスボールの真ん中に座り、足の裏を床に着けます。右・左と交互にもも挙げを行

います。出来るだけ足を高く挙げるように行いましょう。左右20回を目標に行います。

※腰ひねり運動・ももあげ運動はバランスを崩しやすい方は注意して行いましょう。前
後・左右の運動を繰り返し毎日行うだけでも姿勢の改善、筋力・体力の向上、腰痛軽減に
効果があります。無理せず行いましょう。

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～

記：後藤管理栄養士

ブリには、良質なたんぱく質・ビタミン類・タウ

リンなどが豊富に含まれており、老化防止や生活習

慣病の予防・疲労回復効果などが期待できます。

血合いが鮮やかな赤色のもの、身に張りがあり透明

感があるものを選ぶと新鮮です。

材料（2人分）

・ブリ（切り身） ２切

・大根 ５～６㎝

・生姜 １片

☆水 １５０cc

☆砂糖 大匙２

☆酒 大匙３

☆みりん 大匙２

☆醤油 大匙３

作り方

①ブリは沸騰した湯でサッと湯通しして冷水に取り

ぬめりや血合いを取り除く。

②大根は皮をむいて１ｃｍ幅の半月切りにする。

③生姜は皮をむいて薄切りにする。

④鍋に☆の材料と大根を入れ火にかける。

⑤沸騰したら生姜とブリを入れ、落し蓋をして１５

分～２０分煮たら完成です。

エスポーツクラブ元気に開催中

毎月の最終土曜日に、エス
ポーツクラブを開催しています。
「百歳体操」と「ふまねっと」
に加え、普段リハビリで使用し
ているマシーンを利用する事も
できます。冬の運動不足解消に、
いかがですか？

事前申し込み不要で、どなた
でも参加できます。
次回は
１月26日（土）13：30～
エスポワール北広島１階

にて開催します。



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

1 / 5 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

1 /10 （木） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

1 /19  （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

1 /21 （月） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア
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編 集 後 記

今年高校を卒業する甥っ子が、祖母（私
の母）への誕生日プレゼントを選んでいた
時の事です。おそらく、自分で働いて得た
お金での、はじめてのプレゼントではない
かと思うのですが、「長く使ってもらえる
ものが良い」と探し始めました。
いろいろ考えた結果、彼は、暖かそうな

「膝掛け」を選び、購入しました。
後になって、どうして「膝掛け」にした

のか理由を聞くと、「もっと歳をとって、
車イスになっても、使えるから」と。
一本とられた、という感じでした。そろ

そろ70歳になる私の母の、果たして何年後
を想像して選んだのでしょうか。
そんな彼は、今年の３月に高校を卒業し、

進学はせずに、運動のインストラクターに
なって社会へ出る事になりました。応援し
たいと思います。
・・・さて、本年も「エスポだより」を

どうぞよろしくお願い致します。 （よ）


