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翔 仁 会 グ ル ― プ
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。

４月の末からの10連休を終えました。その後は、例年に比べ、暖かい日が続いてい
ましたが、５月26日には、北海道で39.5℃を記録し、北広島市でも、翌日の27日に
最高気温34℃を記録しました。異常な暑さで幕開けした今年の初夏ですが、デイケア
では恒例の畑作業が始まりました。枝豆、トマト、サツマイモ、スイカ・・・。通われ
ている皆様の御協力を得ながら、収穫まで続けていきます。秋には、いっぱいの収穫が
ありますように。
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脱水に注意！

例年になく暑い日がありました。屋外での活動中
は当然ですが、屋内でも、知らない間に脱水状態に
なる事があります。のどが渇く前に、こまめに水分
をとるよう、日頃から意識しましょう。
今月号の栄養科通信も、是非参考に！！

今年も収穫が楽しみです



２

入所フロアからのお知らせ

今年度エスポワール２Fフロアの行事・外出レクの予定をお知らせします。
・5月 母の日 ・6月 父の日 ・8月 翔仁会の夏祭り
・9月 敬老会 ・10月、11月 職員企画の行事
・12月 クリスマス会 ・1月 新年会 ・2月 節分 ・３月 ひな祭り

外出行事は
・イチゴ狩り ・バイキング ・回転すし ・平岡イオン買い物
・むらかみ牧場 ・石屋製菓工場見学 ・いちえ(釜飯) ・えこりん村 など
前年度の外出レクはイチゴ狩り、バイキングと行き先を限定して実施しておりまし

たが、今年度は利用者様に外出レクで行きたい場所を選択していただき、実施してお
ります。
今後エスポだよりにて、行事や外出レクの様子を写真等で毎月ご紹介し、利用者様、

ご家族の方にお伝えできればと思っております。皆様に楽しんでいただけるよう頑
張って参りますので、今後とも宜しくお願い致します。

晴天のもと、デイケア前の畑にてじゃがいもの
種芋を植えました。利用者様も植え付けを見なが
ら成長を楽しみにされている様子でした。
最後は畑をバッグに集合写真をパチリ。今年は

例年より早い気温の上昇もあり、気候の変動に不
安なところもありますが、それにも負けず、じゃ
がいもがすくすくと育ちますように祈っています!

将棋を指した事はありますか？【子供の頃は少しやったから、駒の動かし方くらい
は分かるけど、最近は…】と言う人は、案外多いのではないでしょうか。
１年間で１局以上指した事がある人は、７００万人と言われています。多いのか少

ないのかいまいちピンときませんね。ちなみに今をときめく藤井聡太君が現れるまで
は、５３０万人でした。まさに藤井君効果といった所でしょうか。将棋は、きっかけ
があれば、まだまだ盛り上がる分野ということでしょう。
ぜひ盤と駒を手に取ってみて下さい。頭も使いますし、日々の刺激になります。負

けてもいいじゃないですか。悔しいという気持ちが生まれれば、それは生きる活力に
なります。何度も対局を重ねた相手は、良きライバルとなり、良き友となります。さ
て、次号以降は様々な棋士を取り上げていきたいと思います。
次号は国民栄誉賞を受賞した、あの棋士です。

連載「将棋コラム」題名を募集中です！！
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通所フロアからのお知らせ

予防フロアではベランダのプランターに花の苗植えを行いました。

職員が作れなくて諦めたジグソーパズルの
1000ピース。エスポワールを利用する度に
取り組み、ついに完成しました！！
２ヶ月くらいかけ、その間、作成途中のも

のを見て、通りかかった職員もついついやっ
てしまいながら・・・。
最後は、周りの真っ白の部分に苦戦してい

ましたが、完成です！！

介護フロアの浴室前の壁に、月替わりで季節の飾りを製作しています。テーマは職
員が考え、利用中の余暇時間を使い、通っている皆様にも手伝っていただき、完成さ
せました。６月は、初夏を感じさせる「アサガオ」と「花火」。朝顔の色を塗るとこ
から作り始めました。朝顔の色を作るのに苦労しながらも・・・。一枚一枚の花びら
が集まると、とれもステキな飾りつけとなっています。写真の撮影ポイントにも！



今月は「郷土料理シリーズ」を提供致しまし
た！北海道、関東、近畿地方ということで、３つ
の郷土料理をテーマとして提供しました。特に、
近畿地方の郷土料理として提供した「あなごちら
し」は、繊細な味付けに「とても美味しかっ
た！」とご好評いただきました。一緒に配布した
リーフレットも喜んで頂くことができました♪

今月の予防行事食週間は、『世界の料理週
間』でした。スペインのパエリア、ハワイのロ
コモコ丼、ベトナムのフォーなど、世界各国の
名物料理を、忠実に再現して提供いたしました。
普段食べなれない味付けの料理に、少々戸惑っ
た方もいらっしゃったようなので、次回は皆さ
んに喜んでいただける料理を提供できるように
頑張ります！！

４

みなさんこんにちは！１２月からデイケアで働かせていただいています鳴海です。
早いもので、今年も半年が過ぎましたね。
つい先日、自宅で私が夕食の準備をしていると、長男が「男はやっぱり飛ぶしかない

でしょ」と突然言い出し、何の話が分からず「何の話？？？」と聞き返すと「オレ、バ
ンジージャンプ飛んでくる」と言い出しました！詳しく聞くと、１８歳の息子がバン
ジージャンプをするには親の同意書が必要なので、「同意書を書いてほしい」とのこと。
説明書きを読めば読むほど「自己責任の重さ」と「１００％安全」とは言えないことを
痛感。自分の子どもが高い所から飛び降りるのに同意なんてできないけど、本人の意思
は尊重したい…。（そもそも長男は、いつも自分で何とかしようとするタイプで、私に
お願いをしてくるタイプではないのです）パニックのパニックになった私は「ママが飛
びます！！」と言ってしまいました。
長男「ん？なんでママが飛ぶの？」
私 「ママは１度もバンジージャンプを飛んだことがないから、

賛成も反対も出来ません！ママが飛んで決めます！」と半分
本気、半分絶対ムリムリ！

次男「じゃあ、みんなで飛ぼうぜ！オレも飛ぶ！」と笑顔。（次男
は軽いですが、そこが良い所）

私と次男が「ママが飛ぶ」「イヤ、オレが飛ぶからママは飛ばなくていい」を何度か繰
り返していると、長男が「…わかったよ。１度考えるわ。ママが飛ぶのはダメだから」
と気持ちを抑えて、『その時』は引いてくれました。しかし、まだまだ鳴海家会議は継
続中…。私…バンジージャンプ…飛ぶかも…です。

今月は・・・介護福祉士 鳴海 恵理佳
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

ロシア
～ビーフストロガノフ～

中国
～天津飯～ 下町のオムライス

あなごちらし



栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～

記：後藤管理栄養士

事務所よりお知らせ

★手作り経口補水液★

・水 1リットル

・塩 3ｇ

・砂糖 40ｇ

・レモン汁 お好みで

※材料を全て混ぜ合わせれば完成です。

日持ちしないの
で、その日のう
ちに飲み切りま
しょう。

多量の汗をかいたときは、水分の他に塩分（電解
質）も失われます。脱水状態の時は、水やお茶だけで
なく、経口補水液などで適度な塩分（電解質）も摂り
ましょう。（心臓や腎臓の病気で治療を受けている人
は、水分や塩分の摂りすぎに注意が必要です。）

イトーヨーカドー様による訪問販売「あんしんお届け便」！！前回は今年度最初の

訪問販売ということもあり、沢山の方にご利用いただき、皆さん楽しそうにお買物さ

れていました♪ 次回の訪問販売日時は、下記の通りです。是非ご利用下さい。

◆ 日 時：令和元年7月22日（月）

１２時４５分～１４時１５分

◆ 場 所：エスポワール北広島１Fエントランス

５



リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

皆様こんにちは。令和最初の場所は波乱ばかりでしたね。新大関貴景勝の休

場、誤審疑惑、トランプ大統領の観戦、そして前頭8枚目『朝乃山』の初優勝。

横綱白鵬不在で始まった5月場所は大関高安・豪栄道が序盤で星を落とす形と

なり、新大関貴景勝も5日目から怪我のため休場、中日までで横綱鶴竜・関脇

栃ノ心・平幕朝乃山が1敗で並ぶ展開となりました。今場所二桁勝ち星で大関

復帰の栃ノ心は9勝してから平幕に3連敗、13日目の栃ノ心・朝乃山戦では物

言いが付き5分以上の審議、ビデオ室は踵は出ていないと審判部に伝えました

が、最も近くで直視し物言いを付けた放駒（はなれごま）親方（元関脇玉乃

島）は踵が出たと主張、4人の勝負審判は放駒親方の意見にまとまり軍配差し

違えで朝乃山の勝ちとなりました。その日相撲協会に猛抗議の電話が鳴り止ま

なかったそうです。確かに何度見ても栃ノ心の踵は出てないように見えまし

た、、、。その後は朝乃山が14日目に豪栄道を破り令和最初の場所で初優勝と

なりました。

四股名：石崎→朝乃山 英樹（あさのやま ひでき）

本 名：石橋 広暉（いしばし ひろき）

生年月日：平成6年3月1日（25歳）

身長/体重：187㎝/177㎏

所属部屋：高砂部屋

初土俵：H28年3月

出身地：富山県富山市

6



★貴幸のココ★
小学校4年生から相撲を始め、恩師浦山英樹監督に富山県立富山商業高校に誘わ

れ進学します。その後近畿大学に入学しプロ入りを意識しますが、高砂部屋との合

同稽古で幕下力士に吹き飛ばされ、大相撲は自分とは無縁だと痛感し諦めてしまい

ます。卒業後富山に帰って就職しようと考えていた時、浦山監督に「お前には富山

に就職先はない。高砂部屋に入れ。」と言われ、高砂部屋に入門しH28年3月に

初土俵。順調に勝ち星を重ねH29年1月場所で十両昇進を決めます。しかし翌日

恩師浦山監督は40歳という若さで、この世を去ります。十両昇進の際には四股名

を本名石崎から浦山監督の『山』と下の名前の『英樹』をもらい『朝乃山 英樹』

と改めました。死後監督の手帳から朝乃山宛ての遺書がみつかりました。そこには

「石橋はよく頑張ってて俺の誇りだ。横綱になれるのは一握り。お前には無限の可

能性があるから頑張れ。富山のスターになりなさい。」と震える文字で書いて

あったそうです。優勝会見で朝乃山は「先生も喜んでいると思うが、優勝して終わ

りじゃない。先生の遺書には横綱と書いてあった。なるのは簡単じゃないのであき

らめずにやっていきたい」と語っていました。

最近は栃ノ心・御嶽海・貴景勝・玉鷲と初優勝力士が増えてきていますが、その

後怪我や不調で優勝後中々勝てない時期が続いています。朝乃山は来場所上位との

対戦が増え厳しい戦いが予想されます。その中を勝ち抜き令和初の横綱になれるの

か今後も『朝乃山』に注目していきたいと思います。
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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

6 / 4   （木） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

6 / 8 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

6 /11  （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

6 /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

6 /22 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

6 /24 （月） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

6 /27 （木） 14:00～14:55 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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リレーエッセイ

こんにちは。エスポ入所２階の伊藤で
す。私の地元は道北の下川町というとこ
ろです。町の９割が森林で占めている
超！がつくド田舎ですが、人との繋がり
を大事にしている町です。
そんな下川町は町外からの移住者も多

く「住めば都」と言う言葉は下川町のた
めの言葉なんじゃないかと思っていま
す！
そして、地元の友人達とは幼少期から

大人になるまでの長い間を下川町で共に
過ごしました。離れ離れになり会ってな
くてもまるでいつも一緒にいたあの時み
たいに笑い会える友人達がいることや、
いつも優しく迎えてくれる大好きな故郷
に感謝しながら私も日々精進していきた
いと思います！
まだまだ知名度の低い下川町・・・た

くさんの人に知ってもらえたらいいなと
思います！


