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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。

記録的な「寒さ」を知らせる天気予報が続いていますが、皆様体調は崩していないで
しょうか。デイケアでは、今年一年を穏やかに過ごせるよう願いを込めて、書初めを行
いました。普段、筆を手にしない私達とはちがい、「さすが！」と思わせる作品ばかり
でした。
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一年の計は元旦にあり

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。
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皆さまこんにちは、デイケアの予防フロアです。まだまだ寒い日が続いていますが、
皆さまいかがお過ごしでしょうか？冬期間は運動不足になりがちです。自宅でも適度
な運動をして血行を促していきましょう。
予防フロアでは1月の行事として、毎年恒例の体力測定大会を行いました。歩くス

ピードや片足立ちの時間、握力測定、前傾になってどこまで手が届くのかを、順番に
実施しました。昨年の記録と比べる事ができましたが、日々のリハビリの成果は出て
いましたか？後日、各記録の上位を発表しますのでお楽しみに(*^^*)

冬の運動不足解消に！
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入所行事 ～豆まき～
2月3日は節分。今年1年の福を皆様に呼び込むために、豆まきを行いました。3階か

らスタートし、2階へと縦横無尽に鬼が駆け回ります。
“鬼は外、福は内”豆に見立てた紅白のお手玉を勢いよく、投げつけます。一風変

わったタイガーマスクやジェイソン、ピンクレンジャー（鬼なのかな？）も利用者様の
勢いにタジタジです。そそくさと退散していきました。
また豆まき後は別に用意したうぐいす豆やゼリー、プリンなどを召し上がっていただ

きました。
今年の恵方は「東北東」。年号も変わり、慌しい年になりそうですが、皆様にとって

健康で良き1年となりますよう、祈念しております。
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地域活動のご報告

西部地区生涯学習振興会からお誘いを頂き、冬季健康づくり事業の一環で、エスポ
ワール北広島の職員が地域の皆様に、お話しをする機会がありました。

昨年の12月12日は、デイケアの介護主任と看護師が担当し、デイケアのご紹介と高
齢者の脱水についてお伝えしました。
デイケアを利用する場合の流れや、料金に関するご質問があったり、水分の摂り方に

ついてご質問を頂きました。当初は、レクリエーションや体操も行う予定でしたが、参
加されている方のご質問に答えて、予定時間が過ぎてしまいました。介護保険を使われ
ていない方が多かったので、ぜひぜひ、今のお身体の状態を維持して頂きたいです。

1月9日は、笠原師長・皆木師長が担当し風邪や
胃腸炎の原因となる感染の知識と予防に効果的な
「手洗い」の方法についてお伝えしました。
手洗いは、汚れが残っている箇所が分かる機械を

つかって、汚れが残り易い場所を知って頂き、日々
の手洗いで実践して頂けるよう、皆様にお話しを致
しました。



新年初のデイケア行事食週間は、前半は「丼ぶ
り週間」後半は「アツアツお鍋週間」でした！丼
ぶり週間では、定番のカツ丼、かき揚げ丼から、
ちょっと変わったビビンバ丼までご用意致しまし
た。後半の鍋週間では、出来立てのお鍋を提供致
しました。利用者様から「美味しいね、おかわ
り！」などの声もあり、後半では空いたお鍋で雑
炊を作って提供するなど、より一層ご満足してい
ただくことができました。

1月の予防行事食週間は『カフェ風ワンプ
レートランチ』を実施いたしました。
スパゲティーやハンバーグをメインにしたプ

レートに、エビフライ・グラタン・手作りキッ
シュなど、人気のカフェ風メニューをたっぷり
盛り合わせてお出ししました。 『彩りも良くて
美味しい！』と、利用者様からも好評でした。
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はじめましてという方も沢山いると思いますが、デイケアで勤務しています杉
山です。明けましておめでとうございますという言葉も遠のき、あと少しで春が
来ます。
今年の春に、我が家の次女は小学生になります。長女は３年生になり、少しず

つケンカが減ればと思っていますが、きっと変わらず、又はそれ以上に元気パ
ワー全開な姉妹である事が予想されます。お風呂に入ればケンカ。トイレへ一緒
に行ったと思ったらケンカ…などなど。
そんな姉妹に対し、いつも怒ってしまう私がいます。ケンカをしていても、

ゆっくり話しを聞いてあげ、受け止めてあげ、最終的には納得をし、仲直りが出
来る…理想の母親像が毎日頭をかけ巡ります。
仕事を終え、帰る車内で「今日こそは、今日こそは、怒らず、優しく…」と。

しかし、毎度毎度、結果は同じで怒鳴ってしまいます。皆さんはそんな時、どう
自分の心の怒りを静めていますか？
以前、怒る前に目を閉じ、

「１、２、３、４、・・・10」と、心の中で10まで数え、
気持ちを落ちつかせるという事を聞いた事があります。私
も自分の心の怒りを静め、ゆとりの持てる母親になれるよ
う実践してみようかと思っています。
そんな私に「かか 大の大の大大大好きー」と言ってく

れる娘達は、私の大切な大切な、宝物です。

今月は・・・看護師 杉山 水亜子
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

和風
スパゲティープレート

チーズハンバー
グプレート

カツ丼

寄せ鍋



皆様こんにちは。年末年始から寒波に見舞われ、

それに伴いインフルエンザが大量発生し各都道府県で

インフルエンザ警報が発令する事態となっています。

今回は『インフルエンザ対策には紅茶が効果的！！』

という話をご紹介します。

インフルエンザウイルスを無力化（細胞への感染

を阻止）する能力を生姜湯・乳酸菌飲料・ビタミン

C飲料・紅茶で比較したところ、紅茶はインフルエン

ザウイルスを無力化する能力が高いことが分かりました。

インフルエンザウイルスの表面は「スパ

イク」と呼ばれる突起状の蛋白質で覆われ

ています。インフルエンザウイルスがヒト

に感染する際、スパイクが呼吸器粘膜の細

胞表面に吸着、侵入し感染します。

しかし紅茶に含まれる紅茶ポリフェノー

ルが、「スパイク」の周りを覆い、細胞に

吸着する能力を奪うため、ウイルスの感染

を阻害し無力化することが分かっています。

またカフェインレスの紅茶でもインフル

エンザウイルスを無力化する効果は変わら

ないため、カフェインが気になる妊婦さん

やお子様にもおすすめです。

使い終わったティーパックや茶殻にも大

量の紅茶ポリフェノールが含まれているた

め薄い紅茶を飲むのではなく「うがい」と

して使用することでインフルエンザ予防に

効果があります。

インフルエンザは春先まで続くと予想さ

れています。うがい・手洗いをしっかりし

温かい紅茶を飲んで寒い冬を元気に過ごし

ましょう。

記：矢野貴幸

リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

６
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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

「ふまねっと」サポーターとなりました

材料（2人分）

・牛こま肉 100ｇ

・豆腐 1/2丁

・玉葱 1/4個

・長ネギ 7～8cm

・しいたけ 4枚

★麺つゆ（３倍濃縮）50cc

★みりん 大匙2

★水 150cc

★生姜チューブ 3～4cm

作り方

①牛こま肉はぬるま湯で軽く洗い、ザルに上げて水気

を切っておく。

②豆腐は4等分、玉葱はくし切り、長ネギは斜め切り

しいたけは石づきを取り除きスライスする。

③鍋に★を入れて煮立て、②の材料を全て入れる。

④アクを取りながら、10分ほど煮込んだら完成です。

皆様は「ふまねっと」をご存知ですか？
NPO法人ふまねっと（札幌市）が普及をすすめていて、50センチ四方のマス目で出

来た大きな網を床に敷き、この網を踏まないように、ゆっくり歩く運動です。マス目を
利用したステップがたくさん用意されており、このステップを間違えないように「学
習」しながら、歩行のバランスを改善する「運動学習プログラム」です（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよ
り）。
エスポワール北広島で開催している「エスポーツクラブ」で行なったり、地域のボラ

ンティアさんが中心となって行っていたり、北広島の様々なところで、「ふまねっと」
が広まってきています。
この「ふまねっと」、運動教室を開催するためには、研修を受講し「サポーター」の

資格を得る必要がありますが、今回、エスポワール北広島の支援相談員４名が受講し、
サポーターとなりました。
何よりも、行っていて自然と

笑顔がうまれる「ふまねっと」。
また少し、ひろがっていけばと
願いを込めて、今後も活動して
いきます。興味のある方は、相
談員まで、お声掛け下さい。



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

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

2 / 7 （木） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

2 /13 （木） 12:30～13:10 手芸サークル（予防通所者） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

2 /16  （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

2 /19 （火） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

2 /28  （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
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編 集 後 記

記事にも書きましたが、先日、「ふま
ねっと」のサポーター養成講習に参加致し
ました。
参加者や、すでにサポーターとして活動

している方の、元気で前向きな姿勢もさる
ことながら、講師の方の、「それでいいん
だよ」という声掛けや、立ち振る舞いが、
とても印象に残りました。
「順調、順調」「いいですよ」と声掛け

をし、間違っても「そのまま、そのまま」、
間違いに気付いたら「その調子です」と。
職場でも家庭でも、どんな場面でも、他

者の良いところを褒める声掛けが、とても
重要な事は分かり切っています。
ただ、一般的には、その通りにいかない

事の方が多いです。思わず、他者の失敗を
笑いたくなり、他者の成功は面白くありま
せん。「それくらい出来てあたりまえ」と、
思ってしまいます。
一方で、小さな子どもに、「よくできた

ねー」と褒めちぎっている親を、たびたび
目にします。「褒めて育てる」事が注目さ
れ、そこまでしなくても…と思う事もあり
ます。
私は、結局その時の自分の感情に左右さ

れ、講師の方のような自然な声掛けは…難
しいかな。 （よ）


