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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。

４月の末からの10連休を終え、いつものエスポワールに戻りました。この連休中は、
年末の年越しのような雰囲気もあり、外には桜の咲く、不思議な雰囲気の年越しを迎え
ました。これからも、エスポワール北広島をよろしくお願いいたします。
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御 礼

この度の大型連休中は、各サービスのお休みや祝
日の職員体制に御理解と御協力を頂き、ありがとう
ございました。おかげさまで、大きな混乱無く、終
える事ができました。この場にて、皆様に御礼を申
し上げます。

令和最初の！？ エスポだよりをお届けします
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新入職の紹介です

名前：森本 愛梨（ ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾘ ）

出身：札幌市

趣味・特技：寝ること

好きなもの：お菓子

一言：よろしくお願い

します！

名前：酒向 純香（ ｻｺｳ ｽﾐｶ ）

出身：浜頓別町

趣味・特技：旅行

好きなもの：ディズニー

一言：精一杯頑張りま

すので、どうぞ

よろしくお願い

します！

名前：田村 奈穂子（ ﾀﾑﾗ ﾅｵｺ ）
出身：札幌市

（北広島には40年以上います）
一言：２月に異動になり

ました。早く現場
に慣れ、入所者様
と共に楽しく安全
な生活を送れるよ
う頑張っていきた
いと思いますので
よろしくお願いし
ます！

名前：黄田 清美（ ｷﾀﾞ ｷﾖﾐ ）
出身：札幌市
趣味・特技：食べ歩き
好きなもの：メロン・ウニ・猫
一言：早く仕事を覚えて

皆さんと楽しく過ご
したいと思います。
まだまだわからない
ことが沢山あります
が頑張りますので、
どうぞ宜しくお願い
致します！

名前：髙橋 竜平（ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ ）

出身：札幌市

趣味・特技：野球観戦・ツーリング

好きなもの：バイク

一言：３月より入社しま

した。一日でも早

く慣れ、利用者様

に安心して任せて

頂ける介護を目指

して頑張ります！

名前：土門 良佳（ﾄﾞﾓﾝ ﾖｼｶ ）

出身：江別市

趣味・特技：アニメを見る

こと。旅行。

好きなもの：中華料理

一言：一生懸命頑張りま

すので宜しくお願

いします！

医療福祉課 支援相談員 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 作業療法士

入所３階 介護福祉士 デイケア 介護福祉士

入所３階 介護職員 入所３階 介護職員
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皆さまこんにちは。デイケア予防フロアです。平成最後の4月は脳トレーニングを行
いました。いつもの頭を使いながらの運動ではなく、主に記憶力が試される問題が出
題され、皆さん苦戦しながらの脳トレでした。特に図形をたった30秒で覚え、書きだ
すのは難しかったですね。

空き缶 ｄｅ 一輪挿し

デイケア予防フロアで、手芸ボランティアさんと、空き缶を利用した一輪挿しを作り
ました。素敵な作品が出来上がりました。令和元年もよろしくお願いします('ω')ノ

問題② 10個の単語
を覚え回答
する。

問題① 図形を30秒
で覚えて
1分以内に
書きだす。

記憶力・・・鍛えてますか？



4月の行事食週間は「春御膳シリーズ」でした。
旬のたけのこを使用した「たけのこ御飯」や春
キャベツを使ってかき揚げを作りました！
また、別の日にご提供した、「桜エビと三つ葉

の混ぜご飯」は利用者様から「えびの味もしっか
り出て、美味しい！」とご好評いただきました♪

4月の予防行事食週間は、『春の九枡弁当』で
した。春が旬の山菜やウドなどを使用した9種類
の料理を、お弁当箱に入れてお出ししました。
利用者様からは、蓋を開けた瞬間『豪華だね

～！』との声もあり、満足していただけたよう
でした。
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みなさんこんにちは！
長いお休みの方では10連休にも亘った今年のゴールデンウィーク、いかがお過ごし

でしたでしょうか？５月１日、“平成”が幕を閉じ、新たな“令和”の時代が始まりま
したね。令和最初のリレーエッセイを担当させて頂き光栄に思います。
さて我が家では、このゴールデンウィークに２歳の息子を連れて旭川にある“旭山動

物園”に行ってきました。あいにくの天気でしたが、初めて見る動物たちに息子は大興
奮して喜んでいました。
“子供は毎日が冒険”と聞いたことがありますが、２歳の息子からすると、この世の

中は見るもの・触るもの・聞くもの・食べるもの等々…初めてのものだらけで、実体験
をすることで吸収していきます。その吸収力といったらとてつもなく、親が想像してい
る以上に様々なことを覚え、理解し、表現するようになってくるのですね。２歳の成長
スピードには及ばないですが、３０？歳母も負けずに一歩ずつ成長できるように頑張り
たいと思った令和元年のはじまりでした。

今月は・・・理学療法士 小山 環
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

たけのこご飯

桜エビと三つ葉の
混ぜご飯

春の九枡弁当



皆様こんにちは。食べることは生きていくため

に必要なこと、それはどの年齢でも同じことです。

健康な体を維持するためにはバランスの良い食事

が不可欠です。しかし年齢を重ねると硬いものや

繊維質の多いものが食べにくくなり、柔らかく食

べやすいものを食べる方も多いと思います。今回

は『オーラルフレイル』についてお話します。

・オーラルフレイルとは

英語で『オーラル』は「口腔の」、『フレイル』は「虚弱」を意味し、2つの単

語の掛け合わせで『口を介した体の衰え』という意味で使われます。『口の衰

え』によって『上手く噛めない、咀嚼ができない』という悩みから食べられない

食品が増え、食事量や食欲が減少していきます。その結果栄養を充分に摂取出来

ない体は、弱ってしまいます。また口は食べること以外にコミュニケーションに

必要な言葉を話します。しかし『口の衰え』により言葉の出にくさ、滑舌の悪さ

等の症状がみられると、人と会ったり外出が面倒になり、自宅で過ごすことが増

え、『運動量の低下＝体の衰え』につながります。必ずしも体の衰えの全てが口

によるものではありませんが、体の衰えを引き起こす要因の1つとして考えられ

ています。

・簡単出来る口腔機能維持

『口腔体操』や『唾液を出しやすくするマッサージ』、『歌を歌う』、『早口言

葉を言う』、『友人や家族とおしゃべりをする』、『よく噛んで食べる』ことを

日頃から行い口腔機能を維持していきましょう。

記：矢野貴幸

リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

５
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事務所よりお知らせ

新緑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別の
お引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。さて、今年も、イ
トーヨーカドー様の訪問販売「あんしんお届け便」を開催する運びとなり
ました。かねてより、当法人をご利用いただいておりますご利用者様やご
家族様、地域での買い物に不便を感じている方々のお役に立ちたいと考え
ており、イトーヨーカドー様にご協力をいただき下記の日程で行います。
訪問販売「あんしんお届け便」は、常温食品（加工食品・飲料・菓子・

調味料）、乳製品（チーズ・ヨーグルトなど）、日用品、衣料品など200
～300アイテムの商品を販売することができる、まさに移動する小さなコ
ンビニです。価格帯はイトーヨーカドー様の店舗価格となっておりとても
経済的です。つきましては、この機会に是非、ご利用いただければと思い
ます。

記

日時 令和元年5月３０日（木） 12時45分～14時15分

場所 エスポワール北広島1F （施設内で販売します）

支払 現金払い（入所者様につきましては預り金、もしくはご家族様対応
となります）

※ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。



7

栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～

～材料（２人分）～

・フキ 100ｇ

・塩（板ずり用） 適量

・人参 20ｇ

・ツナ缶 20ｇ

★醤油 大匙1

★酒 大匙1

★みりん 大匙2

★和風だし 小匙1/2

★水 200cc

～作り方～

①葉を切り落としたフキをまな板に置き、塩をかけて板ず

りする。

②沸騰させたお湯に塩が付いたままの①を入れ、3分程茹

でる。

③②を冷水にとり、皮を剥いて3～4ｃｍ幅に切る。

④人参は皮を剥き、3～4ｃｍ長さの短冊切りにする。

⑤ツナ缶は油を切る。

⑥鍋に★の材料を入れる。沸騰したら③～⑤の材料を全て

入れ、煮汁が少なくなるまで煮詰めたら完成です。

『エスポーツクラブ』好評開催中です
4月は、連休前の土曜日、27日に開催しました。毎月、月末の土曜日に開催しています、エスポー

ツクラブですが、毎回楽しく開催しています。地域の方々同士のつながり、地域の方とエスポワール

を利用されている方とのつながり、職員と地域の方のつながり、職員同士のつながり・・・などなど、

いろいろな方が参加し、笑顔あふれる集まりとなっています。

次回は、5月25日（土）13：30～ エスポワール北広島で行ないますので、興味のある方がい

らっしゃいましたら、まずはお越しください。お待ちしてますね。

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

5 / 4   （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

5 / 9 （木） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

5 /14  （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

5 /18  （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

5 /22 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

5 /30  （木） 12:45～14:15 ｲﾄｰ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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リレーエッセイ

皆さんこんにちは。２F介護職員の西
本です。
もう５月なのですっかり暖かいです

ね・・・と言いたい所ですが。３月の後
半～冬に逆戻りというような天気も多く、
まだ肌寒い日が多いです。
早く暖かくなって欲しいと思いながら

も、これからの時期、外に出ると花粉症
の症状に悩まされると思うとずっと冬で
もいいなと思ってしまいます。
普段インドア派の私は休みの日はあま

り遠くまで出歩きませんが、まとまった
お休みがいただけた時は、色々なところ
に旅行に行きます。
東京、仙台、大阪、京都、博多・・・

北海道にはない魅力がその地域によって
ありますが、北海道がやはり一番住みや
すいと思いました。
今年もお休みがいただけたら、色々な

所に旅行に行って気分転換できたらいい
なと思っています。


