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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。

入所２階では５月より外出行事がスタートしました。入所者の皆様に事前にアンケー

トをとり、それぞれの行きたい所へ個別にお出かけしています。まだまだ始まったばか

り！これから出掛けるみなさんも楽しみに待っててくださいね！
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入 所 ２ 階 フ ロ ア

新コーナーが盛り沢山です！

今月からエスポだよりを編集・構成するメン
バーが替わりました☆
皆様の心が満たされるような内容を目指して
いきますので、よろしくお願い致します。尚、
先月掲載しました将棋コーナーは次月号より掲
載させて頂きます！お楽しみに！！

6月16日に父の日のお
祝いをしました！
タオルのプレゼントを
させて頂き、喜ばれて
おりました！



２階フロアでは、６月２７日に輪厚にある「まきばの店」に、いちご狩りへ行ってき

ました！この日、本州の方では台風が来ていたそうですが、北海道はとても天気が良

く外出日和でした。いちご自体は、わりと小ぶりでしたが、甘みがありとてもおいし

かったです。当日参加された利用者の皆様も、とても楽しんでいらっしゃいました。

利用者様の中には昔、農家だった方もいらっしゃり、いちごを取る姿はとても生き生

きとされていました。施設に帰ってきた時に、ほかの利用者様からも「いいなぁ、私

も行ってみたい！」というお声もありましたので、来年も企画したいと思います。

入所２階フロア ～いちご狩り～

入所３階フロア紹介

エスポワール入所３Fフロアの1日の日課と日々の様子を紹介します。

エスポワール３F入所フロアの1日の流れ紹介

６：００ 起床、洗面 １３：３０ 入浴
８：００ 朝食 １４：３０ レクリエーション
９：００ 活動 １５：００ おやつ

１０：００ ラジオ体操 １７：４５ 夕食
１２：００ 昼食 ２１：００ 消灯

活動風景

おしぼり干し
たたみ

「どれどれやってあげる！」
と優しい言葉！！

看護師と介護職員で体調を見ながら無理しな
い様、参加できる事を行ってもらっています。

体操写真

２

みんなで、
レッツ体操！！



今月はデイケアの縁の下の力持ち！
ドライバーの相馬さんと佐井さんに注目
！お二方はドライバーだけではなく、色
々なお仕事をされております。
直接的に関係するものとして、夏にはデ
イケアの畑作業を手伝って頂いたり、敷
地内の剪定などもして頂いております。

本格的な畑の季節！
皆様と一緒に収穫を
楽しみにしております♪
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通 所 フ ロ ア よ り

皆さまこんにちは！予防フロアです。
予防フロアでは5/27～31の5日間、行事
としておやつ作りを行いました。どら焼き
用に調合したホットケーキミックスをホッ
トプレートで焼きます。そしてあんこと生
クリームを挟んだら出来上がり。皆さんに
も手伝っていただき、いろんな大きさと焼
き加減のどら焼きが完成
しました。とても美味し
かったです(*^^*)今回の
おやつ作りはとても好評
でした。今後も何か美味
しいものを作る企画を考
えていきますので、また
一緒に作りましょうね♪

福利厚生委員会からのお知らせ



～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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デイケア担当者によるリレーエッセイ
今月は・・・作業療法士 酒向 純香

みなさんこんにちは！リハビリテーション科の酒向純香です。4月に入職して、あっ

という間に3ヶ月が経ちました。皆様のおかげで新しい環境にも慣れ、楽しく過ごすこ

とができています。以前の職場は釧路市にあり、釧路は寒さや霧のイメージがありま

すが、綺麗な景色や、美味しい食べ物がたくさんありました！

今回は美味しかった食べ物を紹介したいと思います。釧路に

いる間、何度も食べたくなったのが、釧路名物のザンタレで

す！から揚げにタレがかかっているもので、ご飯にとても合

うのでいくらでも食べてしまいます。ごはんもおかわりしま

した(笑)。他にも、ミートソーススパゲッティの上にカツが

のっているスパカツや、細ちぢれ麺で醤油味の釧路ラーメン

など、美味しいご当地グルメがありました！釧路に行った際

はぜひ食べてみてください！！

入職後は、北広島の美味しいお店にも連れていっていた

だき、北広島のお店もこれから知っていきたいなと感じ

ました。これからも美味しいものをたくさん食べて、

暑い夏を乗り切っていきたいと思います！！

みなさんも熱中症には気を付けてお過ごしくださいね！

デイケア行事食 のご紹介

今月の予防行事食週間は、『変わり寿司』
週間を実施致しました。ケーキ寿司やカップ
寿司など、変わり種のお寿司を日替わりでお
出ししました。利用様からは『彩りがいいね
～!!』とのお声をいただき、喜んでいただけ
ました。

変わり押し寿司

今月の行事食週間は、「初夏の彩り御膳シ
リーズ」で提供致しました！助六寿司や、紫
陽花をイメージしたちらし寿司を作りました
。利用者様からは「花型がとても可愛らしい
ね～」「助六寿司、楽しみにしていたよ」と
喜んで頂くことができました。

ドーナツ寿司

紫陽花ちらし寿司

助六寿司
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「寒暖差疲労とは」

私たちの身体は、自律神経によって調整されています。自律神経は交感神経（体温を

上げる働き）と副交感神経（体温を下げる働き）からなり、互いに働きあっています。

しかし、寒暖差の大きい環境にいると、それに対応しようとすることで必要以上にエネ

ルギーを消費してしまい、疲労が蓄積します。これを寒暖差疲労と呼びます。

「寒暖差疲労によって起こる不調」

【身体的不調】
●体の冷え ●めまい ●頭痛 ●肩こり ●顔のほてり 等・・・

【精神的不調】

●食欲不振 ●睡眠障害 ●イライラや落ち込み 等・・・

リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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やってみて！
寒暖差耐性チェック！！

□夏の暑さも冬の寒さも苦手

□季節の変わり目に体調を崩しやすい

□エアコン（冷房・暖房）が苦手

□手足が冷たく感じることが多い。

□冬は体が冷えて寝つきが悪い

□冬は保温性下着が手放せない

□熱中症かかったことがある。

→１つでもあれば注意が必要です。

４つ以上では寒暖差疲労になる可能

性が高く、早めの対策が必要です。

予防・改善のための対策

寒暖差疲労は日常の生活から意識す

る事で予防・改善が可能です

・冷たい飲み物を控える

・常温以上の物を飲む

・重ね着などの工夫

・手首・足首・首を暖める

３食バランスの良い食事をとりしっ

かりと体を動かして体力

をつけるのが大切です。

皆様こんにちは。今月からリハビリ通信を担当さ

せていただく宮本と松村です。

今月は松村が担当させて頂きたいと思います。今

年も早いこと残り約半年となりました。最近は暖か

い日もあれば寒い日もあり体調を崩す事も多かった

と思います。そこで今月のリハビリ通信は、「寒暖

差疲労」と「予防方法」についてご紹介していきた

いと思います。

記：松村理学療法士



栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～
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・腸炎ビブリオ
主な原因食品…魚介類（特に生食）
特徴…塩分を好む
予防…魚介類は真水で洗浄

低温調理（4℃以下）
加熱調理（75℃1分以上）

・カンピロバクター
主な原因食品…食肉（特に鶏肉）・飲料水
特徴…ペットを含むあらゆる動物に分布
予防…十分な加熱・飲料水の煮沸

生食と調理した肉類は別々に保存

・腸管出血性大腸菌（Ｏ-157など）
主な原因食品…多種の食品・井戸水
特徴…熱や消毒に弱い
予防…食肉の加熱は７５℃1分以上

十分な手洗い
定期的な水質検査

・サルモネラ菌
主な原因食品…鶏卵・食肉（特に鶏肉）
特徴…家畜・ペット・河川や下水に分布
予防…食肉の生食は避ける

卵は冷蔵庫保管・十分な加熱

梅雨から9月頃までは高温多湿な状態が続く為、細菌
による食中毒が多く発生します。食事の準備をすると
きは、細菌を『つけない』『増やさない』、加熱など
で『やっつける』を心がけ、食中毒を防ぎましょう。

クローズアップ きたひろしま

にし高齢者支援センターが地域の貴重な情報を発信するコーナーです。初回となる今

月は大曲・西部地区でおこなわれている様々な活動を、ほんの一部ご紹介します。

介護保険サービスを利用しなくても、私たちの周りには元気や笑顔で溢れる場所がたく

さんあります。こうした場所に参加することで得られるエネルギーは図り知れません。

大げさではなく、これからの人生を充実したものにするために、興味のある取り組みが

あれば是非ご参加ください。

記：高橋管理栄養士
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先日、「北広島市くらしサポーター研修」に、僭越ながら講師として参加しました
。この「北広島市くらしサポーター研修」は、ヘルパーなどの資格がない人を中心に
、介護のイロハを学んでいただき、安心して介護の仕事を始められるよう北広島市が
実施する研修です。その研修のひとコマ「高齢者の心理的特性と暮らしについて」と
いうテーマを担当しました。
当日は性別、年齢問わず20人程度が参加され、どの方達も真剣な眼差しをされてい
た為、話しをする私としても俄然モチベーションがあがりました（笑）。講義の途中
には、年齢を重ねて老いていく母親と、遠くで離れて暮らす息子についてのアニメを
DVDで流し、高齢者の特徴と支える家族の思いについて、私を含め参加者の皆さん
で共有しました。（このアニメ、アニメと侮るべからず。大変良いストーリーですの
で、皆様も機会があったら是非ご覧ください）

おわりに、地域で暮らす人の生活を護ることが、私達の使命と思っております。護る
人→サポーターとなり得る人が少しでも増えることを期待したいです。

居宅支援相談センターきぼう 高橋

それゆけ！きぼう ～輪厚からシアワセ届けます～

https://www.youtube.com/watch?v=oyrP_2m6eZQ DVDタイトル『母の辛抱と、幸せと。』鉄拳作です。

地域のお悩み掲示板
柴犬の散歩ができる人は居ませんか？
大曲柏葉地区在住です。
『毎日でなくてもＯＫ！週１回でもＯＫ！
オシッコさせてくれるだけでも良いです！』

お問い合わせは、にし高齢者支援センターまで
011-370-3922 担当：佐藤・鈴木

https://www.youtube.com/watch?v=oyrP_2m6eZQ


エスポワール職員リレーエッセイ

昨年の２月よりエスポワール北広島２階で勤務しています介護福祉士の早坂亜希子

と申します。以前もエスポワール北広島に勤めており、下の子供が少し手がかからな

くなってきたので復帰致しました。趣味は物作りで、興味があるものはなんでも作り

ます。ですので休みの日は小学校５年生の息子と１年生の娘と、

幼稚園の息子、３人の子供達と何か作ろうの日になってしまいま

す（汗）折り紙、工作・・・最近ではアイロンビーズにはまって

おり、スマートフォンで画像を調べて参考にしながら作っていま

す。透明のプレートに１個１個ビーズを並べて、アイロンをかけ

るとビーズがくっつき完成するのですが、時間もかかります。

子供達から「次はこれね！」と要望があるので、お休みの日

はあっという間に終わってしまいます。

エスポ クラシック VOL.1

今から8年前の平成23年7月号の特集は、その年の3月に起きた東日本大震災後の人

道支援レポートでした。当時のリアルな状況を写真とともに紹介しています。

その7年後、北海道では胆振東部地震が起こりました。天災は忘れた頃にやってくる

という警句がありますが、こうした歴史を繰り返し思い出すことで、忌まわしき出来事

を忘れず、更に次の災害の備えになればと思います。

平成２３年７月の出来事

○なでしこジャパン優勝
○NMB48メジャーデビュー
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寝具変更のお知らせ

向夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上
げます。日頃より、当法人の活動・運営にご理解ご協力頂き誠にありがと
うございます。
当施設入所フロアでは、令和元年７月１日より、今まで使用していたタ

オルケットを肌掛け布団に変更させて頂きました。寝具につきましてお気
付きの点・ご要望等ございましたらスタッフまでお申し付け下さい。

事務所よりお知らせ

第25回参議院議員通常選挙について

令和元年7月21日に執行される標記選挙につきまして、下記の通り不在
者投票を実施致します。

日時：令和元年７月１７日（水）午前１０時～

投票場所はエスポワール北広島2F・3Fで実施致します。尚、不在者投票

は入所されている方が対象となります。ご不明な点等ございましたら総務
課までお問い合わせ下さい。

イトーヨーカドー様による訪問販売「あんしんお届け便」！！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。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



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

7 / 6   （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

7 / 9   （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

7 / 9 （火） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

7 /17 （水） 10:00～12:00 第25回参議院議員選挙不在者投票 2F・3Fﾌﾛｱ

7 /20  （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

7 /22 （月） 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

7 /31 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア
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入職してからエスポたよりの作成に関
わらせて頂いています。
これまでも様々な記事を掲載してきまし
たが「楽しく読ませてもらっているよ」
という暖かい声を頂いたり、「そういう
一面があるんですね」といった具合に
紙面を通じて、自己アピールの場にも
なったりしています。
今後もエスポたよりが、当施設と皆様と
の「かけはし」的な役割を担えればと
思っています。今後は地域の情報なども
積極的に発信できばと思っておりますの
で、引き続き宜しくお願い致します。

（たかはし）

編 集 後 記

７月は介護保険負担割合証が更新となります。
自己負担割合（１割・２割・３割）の確認のた
め、新しい「介護保険負担割合証」が届きまし
たら、ケアマネジャー、もしくは利用している
サービスの担当者にお知らせください。


