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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 フ ロ ア

例年よりも早い流行に要注意です。

札幌市では先月初めからインフルエンザが

猛威を奮っています。口呼吸よりも鼻呼吸を

意識する、甘い物を摂り過ぎないなど、新た

な感染予防対策も講じられております。
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☆こんにちは、入所フロア３階です☆

秋の紅葉も終わりに近づき、冬に向かい日に日に気温が下がってきましたが、お体の

調子はいかがですか？入所ではそんな寒さにも負けない元気いっぱいの子供達！！が北

広島の天使幼稚園から遊びに来てくれました。とても元気で可愛くて、利用者様も手を

握ったりお話しする事で昔を思い出したり･･･沢山の元気をもらいました。帰った後も

子供達のお話で盛り上がり！とても素敵な一日でした。



通 所 フ ロ ア

今年最後の収穫！！
今年も皆様の協力の元色々と収穫をする
ことができました♪スイカ・きゅうり・
メロン・さつま芋・トマト等々。そして
最後の締めは大根！

今年もペンギン保育所の子供たちがハロ
ウィンの仮装をして来てくれました♪その
姿に皆さん思わず笑みがこぼれてしまいま
す（＾＾）

皆さまこんにちは。デイケア予防フロアです。
日が短く肌寒むくなってきましたが、紅葉の素敵な時季となりました。施設横のイチ

ョウ並木も黄金に色付き皆さまを出迎えてくれました。季節の移り変わりは早く、この
お便りをご覧になる頃には初雪も降っているかもしれませんね。
さて予防フロアでは10月に外出レクを行い、5日間の日程で恵庭の回転寿司ちょいす

に出かけてきました。今年度初めての外出レクとなりましたが、皆さんの大好きなお寿
司を一緒に楽しく食べることができてよかったです。全日程に付き添ったスタッフの松
尾も、サーモンばかり食べて体重が2kg近く増えてしまいました(^^;)
次回の外出は次年度となりますが、行ってみたいところなどありましたら、教えてく

ださいね。(*'ω'*)
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ふくしの魅力を伝えてます！

10月初めに認知症サポーター養成講座（キャラバンメイト）をおこなうため、大曲

東小学校に行ってきました。先月号にも記載しましたが、小学校4年生は「福祉」を学

ぶ時間が設けられており、今回は認知症について学ぶ時間のお手伝いをしました。

ひと昔前に同じように小学校で認知症について話をした際は、子供たちはそれ程関心

がありませんでした。しかし、今回は事前学習において「認知症になる理由は何ですか

？」「認知症は子供でもなるんですか？」「認知症を治す薬はあるんですか？」といっ

た質問が挙げられ、認知症が身近な問題であるのだと実感しました。当日は、市内のグ

ループホームや高齢者支援センターの職員も応援に駆け付けてくれ、子供たちの熱い思

いを受け止めながら、認知症について分かり易く説明をしてくれました。認知症有病者

数が462万人といわれる現在、子供たちのサポートが必要になることは間違いありませ

ん。来月は大曲小学校にて、認知症サポーター養成講座をおこなってまいります。

デイケア行事食 のご紹介

『秋の彩り御膳』

10月より食事を作る業者が変わりました
。皆様に喜んで頂けるよう工夫をして提供
していきたいと思いますので宜しくお願い
致します。まだまだ不慣れな点など多くあ
りますが、暖かく見守って頂けたら幸いで
す。食事に関するご意見などありましたら
お近くの職員にお伝え下さい。

10月の予防行事食週間は『秋の彩り御
膳』でした。きのこや栗など旬の食材を使
用した料理を、お弁当箱に詰めて日替わり
でお出ししました。利用者様からは『彩り
良く美味しかった』との声をいただき、昨
年よりも好評でした。

～小学校編②～
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本年7月から8月にかけて「居宅支援相談センターきぼう」に対するアンケートをおこ

ないました。103名の方へ配布し、実に87名の方にご回答いただきました。平成30年

度実施の前回が回答率76％だったことに対し、今回は84.5％の回答率が得られました

。より多くの利用者様の声を聴かせて頂くことができ、皆様方からの期待の表れと受け

止めております。これからも利用者様、ご家族様の声に耳を傾け、「きぼう」を持って

暮らしていけるようご支援させて頂きます。

それゆけ！きぼう ～輪厚からシアワセ届けます～
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～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

35

それゆけ！きぼう ～輪厚からシアワセ届けます～

将棋が楽しくなるミニコラム

タイトル獲得通算27期は、現役では羽生九段に次ぐ2位となっています。羽

生九段がプロ入り前に憧れた棋士。今回は谷川浩司九段を取り上げます。平成

４年第5期竜王戦７番勝負第１局。キャリアハイの4冠（竜王・棋聖・王位・王

将）を獲得している谷川九段は、羽生王座（当時七段)の挑戦を受けます。当時

は一部テレビ中継も行われておりました。棋譜を使って説明してみましょう。

図の場面で、先手の羽生さんが７六角と谷川玉にプレッシャーをかけます。羽

生さんの指した角を、どう受け止めるかに焦点は絞られた･･･様に見えました。

視聴者は誰もが、そう思ったはずです。なぜなら･･･テレビ解説陣が、そう言っ

ているから。しかし、ここでまさかの６八銀。通常2人で行われるテレビ解説

が混乱し始め、急遽もう1人追加し3名で行われます。しかし、指し手は進んで

いきます。解説陣右往左往。そして羽生さんが投了。ところが、タイトル戦の

行方は最終局に羽生さんが勝利し、谷川さんは竜王位を失冠。これ以降、羽生

時代が訪れ、数年後前人未到の７冠を獲得します。谷川高速流の真髄。そして

羽生時代への転換。様々な要素が含まれたタイトル戦となりました。谷川さん

を憧れる棋士はとても多いです。一糸乱れぬ正座。将棋には独特の美学があり

、潔い投了をします。そんな彼が近年注目を浴びた事がありました。連続在位

32期のA級から陥落する時です。永世名人資格者は、これまで引退かフリーク

ラス入りへの転出がほとんどでした。将棋の美を重んじる谷川九段の事です。

寂しいけど当時のファンは、フリークラス入りか引退かと思われたのではない

でしょうか。しかし、今もB1で元

気に指し続けます。毎年降級候補に

上がる厳しい戦いが続きます。それ

でも現役にこだわり、順位戦を指し

続けるのは、のちの羽生さんが歩む

道を先輩として切り開いているので

はないでしょうか。

記：戸田介護福祉士



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・・・作業療法士 遠藤 有紗

みなさんこんにちは。リハビリの遠藤です。今回は、

先日室蘭へ行った時に思い出したお話しをさせて頂き

たいと思います。北広島で暮らして30年になる私が、

なぜ室蘭の話？と思われる方も居るかも知れませんが、

母の実家が室蘭であり、里帰り出産をしたので私の生ま

れも室蘭になります。祖父母や従兄弟達が室蘭に住んで

いることもあり、度々会いに行っていました。

先日、祖母に会いに行った際、久しぶりに東室蘭駅へ行ってきました。東室蘭駅は

2008年にリニューアルされていますが、子供の頃の夏休みには兄と2人で電車に乗っ

て室蘭へ行くこともあったので、そのときの記憶が残っています。東室蘭駅に着くと改

札口で祖母と従兄弟が待っていてくれている姿を見ると、とても安心しました。そして

外へ出ると、室蘭は北広島よりも風が冷たい…といつも感じていました。そして駅のす

ぐ近くにあるラーメン屋さんへもよく行っていました（今

でもたまに行きます！）。伊達に居る農家の親戚の方から

大量のトマトを貰っては、トマトスープをよく作ってもら

っていましたが、いまはスーパーのホールトマトに変わり

、今思うと当たり前のことではなかったのだなぁと感じて

います。近くの神社、公園、お年玉を握りしめて従兄弟た

ちと行ったおもちゃ屋さんなど私の記憶の中でもたくさんの思い出があります。お正月

にまた祖母に会いに室蘭へまた行ってきたいと思います！

先日、10月24日（木）に大曲緑ヶ丘にある「ゆとりの」のカフェがグランドオープ
ンいたしました。お食事は1日20食限定となっており、オープン日のメニューはカレー
ライス。20食は瞬く間に完売となったようです。カフェは毎週木曜日11:00から
15:00の営業となっており、今後は「肉」「魚」「具だくさんの汁物」「カレーライス
」といったメニューが週替わり用意される予定です。お食事だけでなく、飲み物だけの
注文も可能です。周辺には気楽にお茶をしながら、お喋りできる場所も少ないので、地
域のオアシスとして皆様に利用して頂ければと思います。
カフェをサポートする人達の温かさと、建物の雰囲気が相まって穏やかな時間を過ご

すことができます。先月号のエスポたよりにて紹介したワンディシェフも引き続き募集
しております。興味や関心のある方は、にし高齢者支援センターにご連絡ください。
（担当：佐藤・鈴木）

新しい東室蘭駅

ラーメン屋
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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。立ち上がった時にめまいをおこした経験

はありませんか？それは起立性低血圧と言います。め

まいをおこすと転倒の可能性も高まります。そこで今

回のリハビリ通信は起立性低血圧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

【起立性低血圧とは・・・】
起き上がったり、立ち上がったりしたときに急な血圧低下による立ちくらみ をひ

きおこし、転倒や失神の危険性があります。原因としては、自律神経がうまく働かな

いため、心臓が十分な血液を送れないことがあります。さらに高齢者になると筋力の

衰えているためより注意が必要です。

【起立性低血圧の予防】
・規則正しい生活を送る。（1日３回の食事、就寝、起床）

・急な動きしない（ゆっくりと落ち着いて動作を行う。）

・血圧を上げる（寝た状態で足上げを行ってから起き上がる）

・小まめな水分補給（脱水になると血流量減少するので注意）

・体をほぐす（血流の流れを良くする）

・日ごろの運動（血液を上半身へ戻す筋力をつけるため）

【低血圧の症状】
日ごろから低血圧の人は起立性低血圧になりやすいので普段の生活

から低血圧には注意が必要です。

以下の低血圧の症状があるときは注意してください。

・めまい ・頭痛 ・肩こり ・耳鳴り

・不眠 ・胃もたれ・吐き気 ・発汗

・動悸 ・不整脈等



エスポ クラシック VOL.4

12年前の平成19年10月号をピックアップします。特集は敬老の日に合わせておこ

なった、入所者の長者番付。当時は98歳の方が２階、３階ともに横綱として選ばれま

した。横綱として選ばれた方のインタビューも載っており、「人生は楽しいことばかり

でした」「子供達に世話になったから長生きできる」と語られています。謙虚で前向き

であることが、どの時代も長生きできる秘訣でしょうか。

ちなみに、平成19年のわが国の平均寿命は男性が79.19歳、女性が85.99歳でした

。平均寿命の最新の発表（平成30年）では、男性81.25歳、女性は87.32歳で過去最

高となっており、今、入所者の長者番付をおこなえばどういった結果となるか興味深い

ところです。

●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
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できごと

●第一次安倍政権退陣。
●日本シリーズ、日本ハム
ファイターズが中日ドラ
ゴンズに敗退。

●流行語大賞
「どげんかせんといかん」



栄養科通信～食はココロ。色はマゴコロ～
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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。今年４月から支援相談員として勤務している森本愛梨と申し

ます。私の趣味はずばり・・・寝ることです。休みの日は、家で昼寝をして過ごすこ

とが多いですが、最近は気温も下がり涼しくなってきたので、天気の良い日はお出か

けしたい気分になります。そこで先月、旭川にある旭山動物園に行ってきました。そ

の日は天気も良く、動物たちは日向ぼっこをしたり、無邪気に動き回ったりと、とて

も癒され、リフレッシュすることができました。また、天気の良い日があればドライ

ブをしたいと思います。就職し、まだ半年ですが１日でも早く仕事を覚え、皆様のお

役に立てるように頑張りたいと思います。

～材料～

・エリンギ 1Ｐ

・えのき茸 1Ｐ

★醤油 大匙2

★酒 小匙3

★砂糖 小匙2

★ゴマ油 小匙2

・白ゴマ たっぷりと

～作り方～

①エリンギは一口大、えのき茸は石づきを取って半分
に切る（えのき茸の代わりに、ぶなしめじや舞茸な
どでも可）

②耐熱容器に①と★の調味料を全て入れ、600Ｗの
電子レンジで2分加熱する

③白ごまをたっぷり入れて、全体に混ぜたら完成です



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

11 / 2   （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

11 / 7 （木） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

11 /12  （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

11 /16  （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

11 /27 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

※11月の理美容室は、13日（水）と27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/

最近のニュースでは、日本ラグビー
のワールドカップベスト８進出に盛り
上がり、日本シリーズではソフトバン
クが４連勝で日本一という結果になり
ました。一方では台風、大雨といった
自然災害で、道外では甚大な被害とな
っていることが取り上げられています
。災害に関しては胆振東部地震を経験
し、人事ではない事を痛感しました。
日常当たり前のように流れている時間
。実は大切な時間である事を最近は感
じます。年号も平成から令和、来年に
は東京オリンピックと明るい話題も今
後待ち受けています。今年も残り２ｹ月
。良い年だったと思えるよう、日々の
暮らしを大事にしていきたいと思う今
日この頃です。


