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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。通所フロア ～敬老会～

消費税が１０％に増税となります。

今月から各サービスの利用料金が変更になり
ました。事前に書面での説明があったと思い
ますが、ご不明な点がございましたらお気軽
にご連絡ください。では、内容満載のエスポ
だよりをお楽しみください。

皆様こんにちは。夏が過ぎ紅葉も徐々に見られ、秋だなと思いながらもう冬が近づ

いてきていると思う今日この頃です。９月に行われた敬老会の様子をご覧ください！
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マジックショー!!

↑相撲甚句↑

アンサンブル♪

ペンギン保育所
によるお遊戯☆



２Fフロアでは９月に長沼の道の駅マオイの丘、北広島市役所内にある石屋カフェ、
輪厚近隣にある喫茶店Ｃａｆｅサルーテにそれぞれ出掛けました。お食事、デザート
と思い思いに堪能されました。外出レクも来月で最期。楽しい事はあっという間に過
ぎ去るものですね。

入所フロア ～外出レク～

２

9月15日に敬老の日のお祝いを行いました。3Fフ

ロアでは4人の方々の敬老のお祝いをしました。皆さ

んいつまでもお元気でいて欲しいです。また2F・3F

合同で昼食に、職員が外で焼いたバーベキューを召し

上がって頂き、普段とは違った環境で食事をしました。

お体の都合上、参加できなかった方もフロアで同じ食

事を食べて頂きお祝いしました。



ふくしの魅力を伝えてます！

北広島市内の小学校では4年生になると、総合的な学習として「福祉」について勉強

する機会があり、その一環として車椅子体験をおこないます。当施設もその学びの時間

をお手伝いをさせて頂いており、先日大曲東小学校に行ってきました。子供達にとって

触れる機会の少ない車椅子について、開き閉じ方の操作や乗り降りの仕方、段差の乗り

越え方の説明をした後、実際に車椅子に乗ってもらいました。マットの上を移動したり

、玄関やトイレ、エレベーターにも行ってみて、僅かですが車椅子の生活を体感しても

らい、普段の生活との違いについて皆で意見を出し合いました。

お手伝い側の私達としても、子供達に向けてわかり易く説明する技術が求められるた

め、とても貴重な機会となっております。今後も地域で暮らす子供達に「福祉」を知っ

てもらえるように、様々な場面に参加していきたいと思います。来月は認知症サポータ

ー養成講座の報告を致します。

デイケア行事食 のご紹介

青森県
十和田バラ焼

長野県
信州諏訪味噌天丼

敬老の日御膳

9月の行事食週間は、敬老会に合わせて「
敬老の日御膳」を提供致しました。松花堂弁
当スタイルで提供すると、いつもと違う見た
目に利用者様からも喜んでいただくことがで
きました！お月見の日も近かったので、りん
ごはうさぎに切りました。「うさぎがいる！
」「かわいいね」とご好評いただくことがで
きました。

９月の予防行事食週間は『日本全国のご当
地グルメ』でした。長野県の味噌天丼や青森
県のバラ焼き、滋賀県のブラックオムライス
や、新潟県のブリカツ丼など日本各地の名物
料理を再現して提供致しました。栄養科では
、皆様によろこんで頂ける食事の提供を目指
しています。ご意見・ご要望がありましたら
遠慮なくお声をおかけ下さい。

～小学校編①～
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それゆけ！きぼう ～輪厚からシアワセ届けます～

利用者様やご家族様から時折、介護タクシーの利用について問い合わせを受けます
。よくある誤解として、実は介護タクシーは介護保険サービスではありません。そのこ
とを踏まえ、今回は似たようなサービスを並べ、簡単にまとめてみましたので参考にし
て頂けたらと思います。

介護タクシー
・通常のタクシー業務に加え、ホームヘルパー等の資格を有する運転手が玄関の出入り
や車両への乗降を介助（必要に応じ車いす等も使用。車いすのまま乗車可能）。

・通院等だけではなく、買い物や墓参り等、目的地に制約はない。
・料金は事業者毎に多少異なるが、通常のタクシー料金＋介助料として500円（1回）
程度かかる。

・付き添いの方も同乗可能。

通院等乗降介助
・介護保険：訪問介護サービスに含まれるサービス。
・通院等の為、訪問介護員が運転する車両への乗降介助、乗車前後の移動介助、受診等
の手続きを行う。

・原則、院内での介助は行えない。
・要支援1・2の認定の方は利用できない（要介護1～5が対象）。
・付き添いの方は同乗できない。片道利用不可。
・料金は介護保険利用料として片道98円＋通院先の距離に応じたガソリン代。
・通常のタクシー料金よりは安い。

移送サービス
・北広島市のサービス事業
・要介護4・5の認定又は重度の障がいがあり、移動に関し、車いすやストレッチャーが
必要で、移動中も常時介助者の支えを必要とする方が対象。申請し、認可を受ける事で
利用できる。

・原則、通院や入退院時にのみ利用できる。
・運転手＋身体を支える等の介助者が同乗するため、訪問介護サービスと併用することが
多い。

・移送費として、1回250～1,000円（距離による）＋訪問介護サービス費（身体介護）

要約すると、一人で受診できるが、玄関の出入りや車両への乗降に危険、不安がある
方は「通院等乗降介助」、外出の際、玄関の出入りや車両への乗降に介助が必要で、外
出先でも付き添いが必要な方は「介護タクシー」、重度の障がいを抱え、常に介助者の
援助を必要とする方は「介護タクシー」、「移送サービス」という利用方法が一般的に
なると思います。（5ページの表を参照）

さらに付け足しますと、日常的に一般のタクシーを活用し、特に不便な点を感じてい
ない方は、わざわざ介護タクシーを利用する必要はありません。それぞれが置かれてい
る環境や状況によって利用の仕方が変わってくると思いますので、不明な点は是非お近
くのケママネジャーへ尋ねてみてください。（5ページへ続く）



～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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それゆけ！きぼう ～輪厚からシアワセ届けます～

地域のお悩み掲示板
● ゆとりの「まちカフェ」１日シェフを募集しております ●

１人で働くのではなく、数人がシェフとなり調理することを考えています。
料理するのが得意な方、元シェフだった方など、興味がある方はお気軽に
ご相談ください。

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

10/24（木）グランドオープン！
住所：大曲緑ヶ丘5丁目12番1

今回、原稿作成にあたり、地域で活躍されている「介護タクシー柏葉」代表の阿波加
さんにお話を伺わせて頂くことができましたので紹介させて頂きます。

「介護タクシーは介護保険が適用にならない分、多様な対応が可能になります。日常的
な買い物や理・美容室への外出、スポーツ観戦の他、冠婚葬祭へのご出席、過去には新
千歳空港までお迎えにあがり、道外からの旅行者の観光地巡りをお手伝いしたこともあ
ります。遠距離割引や自治体の福祉タクシー利用券も利用できます。まずは気軽にご相
談頂きたいと思います」

介護タクシー 通院等乗降介助 移送サービス

法的根拠
北広島市消防
本部認定患者等・搬送事業者

介護保険
北広島市在宅福祉
サービス

料金 タクシー代＋介助料
介護保険利用料98円
（1回）＋ガソリン代
（距離に応じて）

250～1,000円
＋訪問介護
（身体介助）利用料

利用する方の
状態像

・玄関の出入り、車両への乗降
に危険、不安がある方や車いす
の方。
・院内でも介助が必要で付き添
い者の同行も必要。

一人で受診できるが、
玄関の出入り、車両へ
の乗降に危険、不安が
ある。

重度の障がいを抱え、
玄関の出入り、車両へ
の乗降、移動中におい
ても常に介助を要する
方。

条件
特になし
＊一般的なタクシーで問題ない
方は必要ない。

・要介護1～5の認定
を受けている方
・通院を目的とする
・ケアプランへの明記
が必要

・要介護4・5の認定
又は重度の障がい者
・通院、入退院時にの
み利用
・申請が必要

その他
・買い物やお墓参り等、希望の
外出先へ行くことができる。

・付き添い者の同乗不
可
・院内介助不可
・片道利用不可

・送迎車内でも介助を
実施
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クローズアップ きたひろしま

デイケア担当者によるリレーエッセイ
今月は・・・看護師長 皆木 絵利

皆さんこんにちは。デイケアに勤務しています看護師の皆木絵利です。早いもので、

エスポワールに入職して12年が経ちました。当時小学生だった息子も社会人となり、

院内のペンギン保育園に通っていた娘も高校生になりました。あの頃、私に小さい子が

いることを知ると「忙しいでしょ？でも、そんな今が一番いい時期よ！」と何人もの利

用者様に言われたことを覚えています。休みといっても参観日や、PTAの役員の仕事や

少年団の行事、スキーだキャンプだと走り回って、働いている日より忙しく、今が一番

だなんで信じられない！！という思いで過ごした記憶があります。そう思うと今はあの

頃よりもゆっくりとした休日を過ごしています。だって休まないと疲れが取れないし・

・・なんて思い、12年前を振り返ってみました。すると、そうあの頃、自分自身が一

番体力があって、元気だったのかも！と思いました。一番いい時期ってそういう意味だ

ったのかな・・なんて思いました。みなさんの一番いい時期

はいつですか？ 私は縫ったり編んだりしてかわいい小物を

作ることが好きで、時間があけば、何か手を動かして作って

います。あんまり役にはたたない小物ですが、毛糸や布が、

手を加えることで可愛いものになることがとても楽しいです。

出来上がると嬉しくてストレス解消にもなります。（手を動

かしている時には、集中できるので、その時間は子供が勉強

していないのも気になりません。なので、息子の受験の時期

には、きのこのあみぐるみが30個くらい生まれました）そん

な自分の楽しめることができる今もまた一番いい時期かなと思っています。・・とはい

え、子育てもまだまだ終わってはおりませんので、仕事同様、気を抜かないでしっかり

頑張りたいと思います(^^)/

ちょっと先の話になりますが、11月24日 日曜日に毎年恒例の西部地区高齢者慰安
会が開催されます。例年、当施設のスタッフも参加させて頂き、体操の指導や地域の
人達を演者に迎えて寸劇をおこないます。今年の寸劇は「ご存知ですか！？エルフィ
ンカード。～命を助けるこのカード～」がテーマ。名俳優、名女優の迫真の演技にご
期待ください。

←過去に参加したときの写真です。



【フレイルとは】
フレイルとは、「加齢により心身が老い衰えた

状態」のことです。しかし、フレイルは早く介入

して対策を行えば元の健常な状態に戻る可能性が

あります。

【 フレイルの基準】
1．体重減少：意図しない年間4.5Kgまたは5％以上の体重減少

2．疲れやすい：何をするのも面倒だと週に3-4日以上感じる

3．歩行速度の低下

4．握力の低下

5．身体活動量の低下

※Ｆriedの基準では、3項目以上該当でフレイル、1～2項目該当でプレフレイルと

判断します。

フレイル状態になるとどうなるか・・・
何らかの病気にかかりやすくなったり、風邪が長引く、転んだ際に骨折しやすく

なるなど影響が出ます。

★フレイルを予防するには★

1．持病のコントロール

慢性疾患をお持ちの方はまず持病のコントロールをすることが必要です。

2．運動療法と栄養療法

運動療法と栄養療法はセットで行われることが必要です。低栄養状態では、運

動を行っても筋肉がつかない場合もあります。

3．感染症の予防

免疫力が低下していることが多いため、インフルエンサや肺炎になりやすいと

言われています。日頃から適度な運動やバランスのよい食事などにより感染症に

強い体作りをするだけでなく、インフルエンザや肺炎球菌ワクチンを接種するの

もフレイル予防の一つです。

リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

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。今回は「フレイル」について

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
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エスポ クラシック VOL.３

今から16年前の平成15年のエスポたより。この頃の編集ソフトにはWord（ワード

）を使用。色々なフォントや装飾、イラストを試しながら紙面を構成したことが伝わり

ます。注目は「介護の現場から…」と称したコーナー。現場の最前線で働くスタッフが

各々の知識を披露しています。現在、居宅支援相談センターきぼうにてケアマネジャー

として働く井上氏が、初々しい介護職員として骨粗鬆症について書いているのが見どこ

ろです。

●流行語
「なんでだろう～」「毒まんじゅう」
●ヒット曲
「世界にひとつだけの花」

平
成1

6

年



栄養科通信～食はココロ。色はマゴコロ～

9

記：高橋管理栄養士

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4月からエスポワール北広島2階で勤務している介護職

員の横山泰紀と申します。いよいよ外の木の葉も緑から黄色や赤へ色を変えはじめ秋

を感じる頃となりました。秋といえばスポーツの秋です。私は高校からバレーボール

を始め、今も社会人のサークルに入り楽しくバレーをしています。

今年は日本で「ワールドカップ」が開催され、9月には女子の大会

が始まり、札幌でも、「アメリカ」、「ケニア」、「ブラジル」と

の試合が行われ、世界ランキング1位の「セルビア」に勝利するな

どバレーファンを沸かせてくれました。女子で大活躍した石川真佑

選手。お兄さんもバレー日本代表でエースです。男子の大会も10

月1日からです。兄妹そろって活躍して欲しいですね。男子は若い

選手が活躍し成績を伸ばしつつあります。いつもは負け越している

ヨーロッパ勢にも勝って優勝を勝ち取って欲しいです！

普段エスポワール北広島の利用者様に提供している、

茶碗蒸しのレシピをご紹介します。

調味料の分量は細かいですが、調理師直伝の一品なので

、ぜひお試し下さい。具材はご家庭にあるもので代用Ｏ

Ｋ。鶏肉の代わりにエビ、栗甘露煮の代わりにさつま芋

を入れても美味しいですよ。ただし、舞茸を入れると固

まらなくなるので注意して下さいね！！

材料 （2～3人分）

・鶏もも肉 50ｇ

・赤かまぼこ 10ｇ

・椎茸 2枚

・栗甘露煮 20ｇ

・三つ葉 お好みで

・卵 2個

★和風だしの素 4ｇ

★水 200ｃｃ

★醤油 小匙1/4

★みりん 小匙2/3

★砂糖 小匙1と1/2

★塩 1ｇ

作り方

①★の材料を混ぜ合わせて鍋に入れ、火にかける。砂糖

が溶けたら火からおろし、冷ましておく。

②具材を食べやすい大きさに切り、茶碗蒸しの器に入れる

③ボールに卵を割り入れてしっかりほぐし、ザルでこす。

④冷めた①を③に入れて混ぜ合わせ、②の器に注ぎ入れ

て蓋をする（蓋が無ければラップでも可）。

⑤エスポではスチームの出るオーブンで100℃・10分蒸し

ていますが、ご家庭では湯気の立った蒸し器で強火1分

半～2分蒸した後、弱火で10分程蒸したら完成です。



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

10 / 5   （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

10 / 8   （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

10 / 8 （火） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

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

10 /19  （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

10 /23 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

10 /24 （木） 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

※10月の理美容室は、9日（水）と23日（水）です。
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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/

夏も終わり紅葉の季節になってきま

した。最近は寒暖差が強く体調を崩し

ていませんか？

特に９月は肌寒い日もあり暖房をつ

けた方も多いかと思います。

北海道の秋はすぐ終わり冬になるの

で今の内においしい物をたくさん食べ

たり運動をして冬に向けて体力をつけ

ていきましょう。１０月はラグビーや

世界陸上といった日本が世界で活躍す

る競技があるので応援していきましょ

う。

えすぽだより来月号もお楽しみに☆


