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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。笑顔がはじけるエスポーツクラブ

引き続き体調管理にご注意を！

令和になって初めての夏は暑かったですね。
7月27日から8月7日まで、連日30度を越す
真夏日が続き、夏バテした方も多かったので
はないでしょうか。9月も平年より気温が髙
いとの予報です。水分補給を忘れずに！

毎月開催されているエスポーツクラブ。活気のある雰囲気の中、参加されている地

域の人達は時間を忘れる程に集中して取り組まれ、心地良い汗を流されています☆
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２Fフロアでは、８月２２日に千歳のイートアップに出掛けました。食べ放題で、

色々な種類のメニューがあり、焼肉、カレーに、デザートのシュークリームとお腹

いっぱいで笑顔もはじけていました！！

入所フロア～外出レク～

２

3Fフロアでは、8月22日に外出レクで平岡イオンに行ってきました！！

お昼ご飯をフードコートで利用者様自身で選んで食べました。お昼ご飯

を自分で選んで食べる事。普段何気なく行っている事を施設で生活して

いると、中々出来ません。このような、外出レクの機会で自身で選ん

で食べる事、買い物をする等を行っていきたいと思いました。

追記・・・

ある日の場面。

ふと窓を見ると、

綺麗に日の出が見えました。

朝日を拝むと心が落ち着き

利用者様もウトウト。

朝日は短い時間でしたが、

みんなと共有した時間は長

く感じました。
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通所フロア

皆さまこんにちは。予防フロアです。8月は先月に引き続き脳トレ体操を行いました

。第2セッションとなった今回のステップは、足をクロスしながら横に移動する動きで

少し難しかったです。皆さんで掛け声をかけながら楽しく運動ができましたね(*^^*)

自宅でもちょっとした目標を立てて、運動していくことも大切であると説明もありまし

た。家でもできる運動を考えて、少しづつでも継続していきましょう。

介護フロアからは、８月に行われたバーベキューの紹介をしたいと思います。
今年は天候に恵まれず、３日間のうち２日間も雨や強風により、肌寒い中でのバーベキ
ューとなってしましました。そんな中でも｢せっかくのバーベキューなんだから外で食
べないと！｣といって外で食べていただいた皆様には感謝申し上げたいと思います。
来年は時期を少し早めて、温かいなかでのバーベキューを提供できたらなと思います♪



～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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夏祭り第一回カラオケ大会‼

８月１７日に行われた翔仁会夏祭りの様子♪今年は初の試みとして、

カラオケ大会を開催しました！デイケアの皆様には沢山の方に参加して

いただき本当にありがとうございました。皆様、日頃の練習の成果を存分に発揮でき

たことと思います♪時間に限りがあり、職員や飛び入りの参加者がいなかったのは残

念ですが来年また機会がありましたら、ぜひぜひ歌うま職員のご参加をお待ちしてお

ります（笑）今後もデイケアでは定期的にカラオケ大会を行っていきますので、お楽

しみにして下さい☆

デイケア行事食 のご紹介

8月の予防行事食週間は『夏の彩り弁当』
でした。うなぎやアナゴの変わり御飯をメイ
ンにズッキーニやとうもろこしなどの夏野菜
を使った様々なおかずをお弁当箱に詰め込み
ました。ボリューム満点でしたが、完食され
た方も多く、喜んでいただけました。

今月の8月のデイケア行事食週間は「バ
ーベキュー週間」でした。天気は少し肌寒か
ったですが、せっかくのバーベキューなので
外で食べたい！と話す利用者様も多く、出来
立てのお肉やうどんを喜んで頂くことができ
ました。また、翔仁会夏祭りの日には、いな
り寿司＆巻き寿司も提供致しました🎵「美味

しいね、お祭りも楽しみだ～」と喜んで頂く
ことができました。
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うなぎ三色御飯

うなぎ散
らし寿司

バーベキュー

いなり寿司
巻き寿司
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今回は加藤一二三九段を取り上げ

ます。この人の通り名は様々です。

神武以来の天才・棒銀の名手・早指

しの達人・ひふみん等々。今号では

数々の偉業…ではなく、あえて負け

について取り上げます。棋士の順位

戦は各クラスで成績上位を取ると

C2→C１→B2→B1→Aと上がって

いき、A級の成績1位が名人挑戦と

なります。デビューしてから足踏み

する事なくA級まで駆け上がり、A級2年目の20歳にして名人挑戦し敗退。飛ぶ

鳥を落とす勢いでしたが、なんと翌年の順位戦で降級します。21歳でのB1降級

。コレは隠れた記録であり、当面破られそうにありません。しかしながら、不撓

不屈の精神で降級・昇級を繰り返し、初挑戦から22年目にして名人を獲得しま

す。その後もトップ棋士として駆け続けますが、60代の後半に差し掛かると、

成績は下降の一途をたどります。晩年になる

と1年に5回勝てれば良い方で、1年間勝利

が無いという年もありました。

しかし闘志は衰えません。当時のインタビュ

ーで『タイトルでいうと竜王は、まだ取れて

ませんが･･･』と語っておりました。『まだ

取れていない』この発言について『こんな言い方は笑われるかもしれません。私

がタイトルを取れる可能性は限りなくゼロに近いでしょう。しかしゼロではない

。私は、ボロボロですが現役の棋士です』と語っていました。この姿勢こそが、

加藤一二三九段の人気の秘訣でしょうか。

生涯通算敗北1180敗は、歴代1位の記録であ

ります。『勝利がニュースになるうちは一流。超

一流とは負けがニュースになる存在である』とい

ったところでしょうか。次号では加藤名人から21

歳で名人位を奪取した棋士を取り上げます。羽生

九段の憧れにしてライバル。現役タイトル獲得数

２位の棋士です。

将棋が楽しくなるミニコラム
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今年で21回目を迎えたライジングサン・ロックフェスティバル。毎年2日間の開催
ですが、台風の影響をモロに受けてしまい、初日が中止となりました。この日を心待
ちにしていた私と仲間は、中止が決定した通知を見ると、ある者は愕然とし煙草を吹
かし、ある者は真っ直ぐ歩けなくなる程のショックを受けました（笑）。

辛うじて2日目は開催されることになったため、それに向けて気持ちを切り替え、例
年通り早朝5:00から会場に並びました。台風一過の当日は風が強いながら、最高気温
が33℃という猛暑日。熱中症に気を配りながら、手早くテントの設営をおこない、ど
この人よりも早くキャンプをエンジョイ。放送されるか未定ながらテレビ番組の取材
を受けたり、美味しい食事に舌鼓を打ち、非現実的な時間を堪能しました。

昨年もお伝えしましたが、幅広い世代が楽しめるアーティストが揃っているのが、
音楽フェスの醍醐味です。今年はシンバルキックで有名なあの人や、復活した伝説の
バンド、あるいはゲリラ的なライブまで、最初から最後まで飽きのこないプログラム
に魅了されました。会場のボルテージも最高潮になった頃、数年振りにライジングサ
ン（→日の出）も観ることができ、中止となった初日の分も満足できた1日となりまし
た。まだ、終わったばかりですが早くも来年の開催に向けて、心を躍らせている毎日
です。来年も性懲りもなく報告致します。

居宅支援相談センターきぼう 高橋

そうだ！夏フェスに行こう！！！特別企画



クローズアップ きたひろしま

また、前回の「助けあえーる大曲・西

部」の成果として、出席されていた民生

委員の方と福祉用具業者の方との思いが

合致し、「知っておきたい！介護用品展

示」という講座を開くことになりました

。

「助けあえーる大曲・西部」を通じ「

こんなことしたい」「それなら私達も協

力します」といった繋がりが今後も出来

ていくことを願っております。

先月号でもお伝えした「助けあえーる大

曲・西部」が11月に開催することが決まり

ました。「あなたならどうしますか？」と

いうテーマで約2時間、たくさんの人と語り

合いたいと思っております。

例えば、道路をウロウロしている不安そ

うなおじいちゃんを見掛けたら、どんな声

を掛けてあげれば良いのだろうか…。そん

なとき「私ならこうする！」という意見を

交わし合い、参加者の皆さんが「それは良

いアイデアだな」と互いの良さを知ること

のできる機会にしたいと考えています。

大曲・西部地区にお住いの方であれば何

方でも参加していただいでオッケーです。

皆様の培ってきた経験をぜひ教えて貰えれ

ば幸いです。

お問い合わせは、にし高齢者支援センター
011-370-3922 担当：佐藤・鈴木
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リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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皆様こんにちは。今月は松村が担当させて頂き

たいと思います。夜中に急に足がつった経験はあ

りませんか？

それは有痛性筋痙攣（こむら返り）と言い

ます。足がつると睡眠にも支障があり大変だと思

います。そこで今回のリハビリ通信は有痛性筋痙

攣（こむら返り）と予防方法についてご紹介

していきます。

記：松村理学療法士【足がつる原因】

さまざまな原因がありますが特に以下の４つが多いとされています。

①やりすぎた運動後や長時間の立ち仕事。

②睡眠時は汗を多くかくことによる脱水。

③動かない時間が多いと全身な血流量が減り、下肢への血流が減少。

④下肢が冷え血管も収縮し、血流の流れが悪くなる。

【中年になるとリスク高まる？】

こむら返りは中高年に起こりやすいといわれています。

その理由として・・・

・若いときより運動量が減っているため、筋肉量が減少している。

・乳酸などの疲労物質が排出しづらい。

・筋肉の細胞が暴走しやすい。

普段から運動をしなくても筋肉に疲労が生じ、足がつるとリスクが高まりますので

注意が必要です。

・規則正しい生活

・バランスの良い食事

・適度な運動およびストレッチ

・水分補給

・アルコールやタバコの減量

・仰向けで重い掛け布団を使用

・身体を暖める

喉が渇く、手足がし

びれる、歩行しづら

い、腰痛、言葉のも

つれの症状があれば

早めに医療機関に相

談しましょう。



栄養科通信～食はココロ。色はマゴコロ～
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さつまいもには食物繊維やビタミン・ミネラルなどの

栄養が豊富に含まれている為、便秘解消や・美肌・免疫

力アップなどに効果的です。さつまいもの皮にもビタミ

ンＣやカルシウムが含まれている他、皮と実の間に含ま

れる『ヤラピン』という成分には便をやわらかくする効

果もあるので、皮ごと食べることがオススメです。 記：高橋管理栄養士

～材料～

・さつまいも 200ｇ

・牛乳 300ｃｃ

・砂糖 大匙1杯

・バター 10ｇ

・塩 ひとつまみ

～作り方～

①さつまいもは皮をきれいに洗い、皮つきの

まま厚さ1ｃｍの輪切り（大きい場合は半月

切り）にして10分程水に浸す。

②水気を切った①と牛乳・砂糖・バター・塩

を鍋に入れて15分程弱火で煮る。

③さつまいもに火が通れば完成です。

エスポワール職員リレーエッセイ

皆さん、こんにちは。昨年12月よりエスポワール北広島2階で勤務している看護

師の小林美紀と申します。9月に入り、まだ暑い日が続いていますがいかがお過ごし

でしょうか？実は、我が家にはシベリアン・ハスキー犬が6匹と、猫が3匹おります

。ハスキー犬は、皆さまご存知かと思いますが、「南極物語」で有名にもなった、犬

ぞりをする犬種です。家には子供が2人

おり、冬には一般的な橇（そり）に紐を

つけて引っ張ってもらうという遊びをし

ております。６頭いるので大人も余裕で

引っ張り、スピードも早く大興奮します！

ハスキー犬にとっては、暑い夏よりも、

早く冬が来て欲しい・・・でも、私たち

にとってはこれから億劫な季節になりま

すね。皆さま体調に気をつけてお過ごし

ください。



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

9 / 7   （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

9 / 9 （月） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

9 /10  （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

9 /13  （金） 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

9 /21  （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

9 /25 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア
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2018年9月6日3時7分59.3秒（日本

時間）に、北海道胆振地方中東部を震源

として発生した地震。あれから1年が経過

しました。

あの日の星は人生でみた夜空で一番き

れいだったとしても戻って来なくて良い

日であります。「星に願いを」ではなく、

そんな時こそ昔は神頼みだったのかもし

れません。甚大な被害がでた清田区に鎮

座する厚別神社において、そこで生まれ

育った担ぎ手が、様々な想いを巡らせな

がら御神輿渡御を奉仕する様です。

2019年9月12日13時30分担がれた

御神輿は激しく揺れます。

あの星空は戻って来ませんようにと願

いつつ。

編 集 後 記

翔仁会ホームページ
からもエスポたより
を見れます！

http://www.shojinkai.or.jp/


