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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。
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通所フロア

翔仁会ホームページもご覧ください！

先月から新コーナーも増えました。感想など
ありましたら、スタッフにお伝えください。
また、パソコンをお持ちの方は当法人のホーム
ページからもご覧いただけます。
http://www.shojinkai.or.jp/をクリック！

５月から３ヵ月の期間行っていた外出レクも、７月末にて全日程を無事に終えるこ

とができました。今年は、回転寿司と平岡イオン、コーチャンフォーなどに行ってき

ました。毎年皆様に楽しんで頂けて、「楽しかったよ。」「また行きたいね。」とい

うお声を聞くと嬉しい気持ちでいっぱいです。また来年も皆様と楽しく外出できたら

なと思います（＾о＾）/



２階フロアでは先月に引き続き、外出レクを行ってます！恵庭にある回転寿司の

「ちょいす」に行ってきました。皆様お食事を楽しまれ、職員も一緒に楽しい時間を

過ごすことができました。

入所フロア

こんにちは。入所２階で昨年から勤務している吉田留利子です。今年から法人のゴル

フ同好会に入会しました。ゴルフは職種、年代の違った方と楽しめるスポーツだと感動

しています。ゴルフといってもかれこれ20年以上も前に夢中になっていた父親に「私も

やってみようかな」と話すと思いがけず喜んでくれゴルフセットを買ってくれました。

５回程練習に行ったと思いますが、その後は20年間物置で埃にまみれていました。

自分でもゴルフを再開するなんて「うそでしょー！？」と思いましたが始めて

みると「楽しいな、また行きたいな」という気持ちになるのです。ゴルフを勧

めてくれた父親も今年で80歳になりました。今でも年に数回はへとへとにな

りながらもコースを周っているとのこと、父が「家族でゴルフに行くのが夢

なんだ」と言っていたのを思い出しました。もう少し私のゴルフが上達した

ら父とコースを周りたいというのが今の私の目標です！

２

エスポワール職員リレーエッセイ

３Fフロアでも７月１１日外出レクにて恵庭の回転寿司店ちょいすへ出掛けました。

車中、外の景色を眺めながら現地に到着。皆さん思い思いにサーモン、まぐろ、いく

らなどご自分の好きなネタを選び、美味しそうな表情でお寿司を召し上がっていまし

た。帰りは恵庭の道の駅に立ち寄り、ソフトクリームをペロリ。２２日には平岡イオ

ンへ。ウインドウショッピングにて店内を周り、昼食はそれぞれにお好きな物を召し

上がりました。
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予防通所フロア

盛夏の候、皆様におかれましては、時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より、当法人の活動、運営にご理解ご協力頂き誠に有難うございます。

さて、この度恒例となりました輪厚三愛病院・介護老人保健施設エスポワール北広島

・グループホーム雪ぼうし・介護付有料老人ホーム悠々・居宅支援相談センターきぼう

・北広島市にし高齢者支援センターの合同夏祭りを下記の通り開催する運びとなりまし

た。

今回も会場のステージでは保育園児のかわいいお遊戯や、患者様、入所者様、利用者

様参加型のカラオケ大会、出店におきましては新商品もご用意しております。是非、ご

家族様やご近所様をお誘い合わせの上ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

日 時：令和元年8月17日（土） 13時00分～14時30分
場 所：エスポワール北広島 玄関及びホール

皆さまこんにちは。デイケア予防フロアでは今年も恒例の脳トレ体操が始まりました
。7/9から3日間、第1セッションの脳トレとして、バランススティックを置いて大股
歩き、横歩きのステップを順番に行いました。いつもより簡単なステップでしたが、皆
さん楽しみながら運動ができていました。また、ご自身で脈拍測定を行い、1分間で何
回あるのか測定し、運動した時の脈拍の目安も知る事ができました。皆さまお疲れさま
でした(*^^*)
また予防フロアのベランダでは、色鮮やかな花やホウズキ、さやえんどうが元気に育

っています。写真は草取りの様子です。ご協力ありがとうございました。さやえんどう
も美味しくいただきました(^^♪



～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・・・介護福祉士 堀元 ゆりか

マルハナバチを知ってますか？

写真の丸っこい、フワフワのぬいぐるみのようなハチです。

マルハナバチ類は、多くの作物の主要な花粉媒介者（ポリ

ネーター）です。マルハナバチらがいることで、様々な植物が維持され、人間にも農

作物の供給という恩恵をもたらしてくれています。しかし、近年マルハナバチ類は、

土地利用変化、資源植物の減少、農薬、感染症などの影響で全世界的に減少している

といわれています。日本では、外来種であるセイヨウオオマルハナバチが野外で定着

することで、在来種に影響が生じていることも報告されています。（セイヨウオオマ

ルハナバチはトマトなどの授粉用に輸入されました）外来種の影響のない地域でも、

マルハナバチ類は減少傾向にあるとされています。ハチがいなくなると、野菜や果物

などが食べられなくなるかもしれません。私は研究の資料に活用していただくために

このハチの写真を撮って、大学に送っています。人間の都合で自分の

住む場所を移動させられたのに、必要がなくなり、生態系を崩すから、

外来生物だからと言って、駆除されるのはハチとしても理不尽に思っ

ているのではないでしょうか？そのせいかセイヨウオオマルハナバチは写真を撮って

いるとこちらに向かってきます。在来種は向かってくることはありません。ハチに限

らず上手く人間とほかの生物が共存していけるようになればいいと思います。またそ

のために自分に何かできることはないだろうか、と探しています。

デイケア行事食 のご紹介

今月７月の予防行事食週間は、前半が『天
ざるセット』、後半は『贅沢どんぶり』でし
た。
『贅沢どんぶり』では、牛カルビ丼が特に好
評で、利用者様から「美味しかった」とのお
声も多く、皆さん完食されていました。

天ざるセット

今月の今月の行事食週間は「変わり丼メ
ニュー」を提供致しました。夏を感じていた
だこうと、ハワイのご当地料理「ロコモコ丼
」を提供しました！ハンバーグと目玉焼きの
組み合わせも良いね～と、喜んで頂くことが
できました。また、今月は、手打ちそばの実
演も行いました。目の前でそばが出来上がっ
ていくのを皆様興味津々でご覧になっていま
した。出来立てのそばは、提供すると「すご
く美味しい！」とご好評いただき、中にはお
かわりする人もいらっしゃいました。来月は
バーベキューを予定しております！

贅沢どんぶり
牛カルビ丼
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手打ちそば ロコモコ丼
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羽生善治九段。昨年永世7冠を獲得を達成し、国民栄誉賞

を授与されました。通算タイトル99期。一つ面白い表を用

意しました。プロ棋士って10人くらいしかいないの？って

疑問が出てくる人もいるでしょう。とんでもない。プロ棋士

は現在164人。毎年新しい棋士・そして引退する棋士がいま

す。タイトル経験者は29人。5期以上獲得経験があるのが9

人。あとは表の通りです。棋士の大半はタイトル挑戦すら

経験する事なく引退していきます。無双状態の羽生

九段ですが、昨年全てのタイトルを失い、27年ぶり

の無冠となりました。加齢による衰えは、自身でも

認めてます。【加齢】一見すると悲しい言葉です。

しかし、手に入れる物もあります。ずばり【大局観】

。経験です。羽生九段が以前スランプの時に周りを

見回したところ、60・70代の先輩棋士達が顔を真

っ赤にし脳に汗をかきながら、若手棋士と対峙して

ました。己の道を貫き、全盛期の様な成績を上げら

れずとも、目の前の盤に全力で向かう姿は脳裏に焼

きついたといいます。勝ち負けが全てじゃない。

次号は、そんな先輩棋士の1人。神武以来の天才と

呼ばれた、お茶の間の人気者を取り上げます。

将棋が楽しくなるミニコラム

本格的な夏の到来を告げる神輿渡利！！

圏域の神社祭りの先駆けとなる札幌八幡宮の夏季大祭がおこなわれ、先月14日に太
鼓の演奏とお神輿が当施設の中庭にやって来ました。お神輿の担ぎ手の勇壮な声が敷地
内に響き渡り、神様のチカラを沢山頂くことが出来ました。

現役棋士の通算タイトル獲得数
（2019年4月現在）
1位 羽生善治 99期
2位 谷川浩司 27期
3位 羽生王座 24期
4位 渡辺明 22期
5位 羽生王位 18期
6位 羽生棋聖 16期
7位 佐藤康光 13期
7位 羽生棋王 13期
9位 森内俊之 12期
9位 羽生王将 12期
11位 渡辺竜王 11期
12位 羽生名人 9期
13位 森内名人 8期
14位 羽生竜王 7期
14位 南芳一 7期
14位 久保利明 7期
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先日、札幌ドームでおこなわれたリレーマラソンに参加してきました。このリレー
マラソンは、１周２キロのコースに１チーム１０名程の参加し、たすきを繋ぐ方式で
す。①6時間の時間内でどれだけの周回数を走るか、②42.195キロをどれだけの時間
で走破できるか、の2種目があり私は ②42.195キロの方に参加しました。

いつもは野球やサッカー、ライブ会場として開放されている札幌ドームのグラウン
ドを実際に走ったり、荷物の搬入路など普段は入ることのできないエリアを走れるこ
とが魅力のひとつです。参加者の楽しみは十人十色と思いますが、私自身は託された
「１周２キロ」をどれだけの速さで走りきるか…を目標としました。１チーム８名で
挑んだ今年、結果は４時間１５分にてフィニッシュ。私も目標タイムを更新し、まだ
まだ老け込む年齢ではないことを自分自身に言い聞かせました。

例年たくさんの人が参加するこのイベントには仲間内での参加の他、企業でも参加
できるため、私どものような医療法人の名前もチラホラ見掛けました。福祉・医療職
に携わる人には「走る」ことを趣味としている人が多いような気がします。いつか翔
仁会として、こうしたイベントに参加できる日が来れば良いなと思った１日でした。

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～

地域の現状について呟くコーナー
『これからカフェを立ち上げたいと思ってるが協力してくれる人が居

ない…』『民生委員の担い手が居ない…』 などなど。表面的には知る機
会のない問題が山積しております。
『ぜひ力を貸したい』『興味がある』『やってみようかな』と思った

方、小さな力でも集まれば大きな力になりますので、にし高齢者支援セ
ンターまでぜひご連絡ください。

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

札幌ドームのコース図



「熱中症とは」

高温多湿な環境下に長くいることで、体内の水分

・塩分バランスがくずれ、体温調節機能がうまく機

能しなくなってしまい、体の中に熱がこもってしま

う障害です。子どもや高齢者は体温の調節機能が低

いので、とくに注意が必要です。

以下のような症状が見られたら、涼しい場所で水分・塩分の補給を。衣類をゆるめ、

前頸部の両脇、腋の下、足の付け根の前面などを保冷材等で冷やします。症状が重い場

合はすぐに救急車を。

【 症 状 】

重症度Ⅰ度：手足のしびれ、めまい、たちくらみ、筋肉のこむら返り、気分が悪い

重症度Ⅱ度：頭痛、吐き気、倦怠感、意識がなんとなくおかしい

重症度Ⅲ度：意識がない、けいれん、返事がおかしい、まっすぐに歩けない、体が熱い

リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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●対策

・屋外では帽子をかぶる

・日陰を利用し、炎天下に長

時間いないようにする

・のどが渇いていなくても水

分・塩分をこまめにとる

・通気性がよく、吸湿性・速

乾性にすぐれた服をきる

皆様こんにちは。今回のリハビリ通信を担当させ

ていただく宮本です。夏場の話題で定番ですが、熱

中症についてのお話をさせていただきたいと思いま

す。

記：宮本理学療法士

●重症度Ⅰ度

水分・塩分をスポーツドリンクや食塩水などで

補給してください。

●重症度Ⅱ度

水分・塩分をスポーツドリンクや食塩水などで

補給してください。また、体を冷やしてくださ

い。口から水分を補給できない場合や、症状の

改善が見られない場合は病院へいきましょう。

●重症度Ⅲ度

体が熱ければ、首やわきの下、足の付け根など

を水や氷で冷やしてください。

ためらうことなく救急車を呼んでください。



先月、北広島市ふれあい学習センター夢プラザにて「助けあえーる大曲・西部」を開

催しました。「集まる場 ～身近な助け合い～」という副題のもと、たくさんの地域住

民、介護保険事業者の方達が文字通り集まり、「私はこういうことでチカラになれます

」「こんな困ったことはどうしたら良いのだろうか」と参加者の中から活発な意見が飛

び交いました。地域の人達が熱い思いを持って参加して下さるこの空間は「パワースポ

ット」と称しても過言ではありません。人のパワーが溢れる場所で参加者の皆さんが互

いに刺激し合い、それが地域に還元されることを私達は願っております。

栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～
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だるい、疲れやすい、食欲がわかない…夏になるとそ
んな夏バテの症状に悩む方も多いと思います。体力を消
耗する夏こそ、バランスの良い食生活を心がけて、暑い
夏を元気に乗り切りましょう！！

クローズアップ きたひろしま

記：高橋管理栄養士

伝言板を使って情報交換！

夏バテ予防の食事のポイント

➀食事は量より質を考えて！！
食欲がなくても1日3食、食事を摂ることが大切です。

卵や大豆・肉・魚などに含まれる良質なタンパク質や、
野菜・果物に含まれるビタミン類、牛乳や海藻に含まれ
るミネラルをバランス良く摂りましょう。

③クエン酸で疲労回復！！
レモンや梅干し・酢に含ま

れるクエン酸には疲労回復効
果があるとされています。又
、酸味による食欲増進効果も
期待できるため、食欲がわか
ない時にオススメです。②ビタミンB1を摂りましょう！！

ビタミンＢ1が不足すると、『疲れやすい・食欲が
わかない』等の夏バテ症状の原因になります。ビタ
ミンＢ1を多く含む、豚肉や大豆・ほうれんそう・ゴ
マ・玄米などを積極的に摂りましょう。



エスポ クラシック VOL.2

今から１３年前の平成１８年９月号です。表紙のデザインが若干異なりますが、雑誌

のようなポップな字体が印象的です。特集は夏祭りで見開き２ページに渡って、さまざ

まな写真が掲載されています。エスポワールの夏の風物詩となっている夏祭り。今年も

熱い盛り上がりが期待されます。

平成１８年９月の出来事

・秋篠宮文仁親王に男児誕生
・第1次安倍内閣発足
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新入職の紹介です

所 属：総務課

氏 名：佐藤 勇次（ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ）

出身地：富良野市

趣味・特技：読書、乗馬（予定）

好きなもの：お寿司、焼肉、ラーメン、

ナポリタン、ソフトクリーム

一 言：一日でも早く仕事を覚え、皆様の

お役に立てるように努力致します

のでよろしくお願いします！



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

8 / 3   （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

8 / 7 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

8 /17  （土） 13:00～14:30 翔仁会合同夏祭り 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

8 /20  （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

8 /21  （水） 12:30～13:10 手芸サークル（通所者） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

8 /23 （金） 14:00～14:55 舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴（通所者）悠々1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

8 /24  （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

8 /26 （月） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア
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夏の季節がやってきました‼７月は雨

や寒い日が続き、夏はもう来ないのだろ

うか…と思っていましたが、７月後半か

ら一気に夏がやってきましたね。翔仁会

でも今月は年に一度のお祭りである「夏

祭り」が開催されます！お祭りに向けて、

職員が色々と企画し、準備を進めている

ところです。縁日の食べ物やステージイ

ベントなど、利用者様も毎年楽しみにし

て頂けていると思いますので、ご家族様

も是非一緒にご参加お待ちしておりま

す!

えすぽだより来月
号もお楽しみに☆

編 集 後 記

吉田相談員が、先日
FMメイプルに出演致
しました！
今後も地域に向けて
情報発信していきま
す。


