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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。地域の皆様と話し合いをしています！

2019年の流行語が決まりました。

毎年この時期になると発表される流行語。

一般的に寿命が短いのが流行語の特徴で、

長く使われることは稀とのこと。昨年の流

行語が「そだねー」だったことも納得です。
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11月15日（金）大曲夢プラザにて、地域たすけあい会議「助けあえーる大曲・西部

全体会」を開催しました。「あなたならどうしますか? ～日頃のお付き合いの大切さ～

」というテーマで、地域で暮らす人と関係機関の職員が６０名出席してくださりました

。 最初に認知症の人が歩いている場面の実演、その後認知症と思われる人に実際に声

掛けしたことのある方の体験談を聞きました。それを踏まえ、グループに分かれて「あ

なたならどうしますか？」を皆で話し合いました。

意見のひとつに「認知症であるかどうかは外見だけでは判断

できないので、見掛けたとしても声を掛けられない」という率

直な意見を頂戴しました。認知症であるか、認知症でないかの

判断は簡単にすることができません。しかし、住み慣れた地域

であれば、仮に認知症らしい人に出会ったとしても、異なる様

子に気づくことができて、声をかけられるのだと思います。

そのために必要なことが日々の繋がりといえます。

今回も様々な人と人との繋がりをつくることができました。

これがきっかけに、様々な助け合いができることを私達は期待

しています。来年度も助けあえーるを開催していきます。関心

のある方は誰でも参加できますので、ぜひお待ちしております。



通 所 フ ロ ア

～冬の期間のデイケアからのお知らせ～

12月に入り本格的な冬の季節となりました。
皆様風邪などは引いていないでしょうか？インフルエンザの季節でもあるので
うがい・手洗いをしっかりおこない予防していきましょう！

毎年のことではありますが、冬期間における朝のお迎えと帰りの送迎について、雪道と
天候の関係上、いつもより送迎の到着時間が遅れてしまいます。
外などで待つのではなく、家の中でお待ち頂く様お願い致します。
ご迷惑おかけしますが、皆様のご理解・ご協力お願い致します。 デイケア 早坂

～年末・年始のお知らせ～
デイケアは12月30日（月）から1月3日（金）の間はお休みとなります。

皆様にはご迷惑おかけしますが、新年皆様に会えるのを楽しみにしております。

お休みの期間も、事務所は開いていますので、何かありましたらご連絡下さい。

皆様こんにちは、早いもので今年も12月年末を迎えようとしております。
この一年を振り返りますと、デイケアをご利用して頂く方々が増え、感謝の気持ちでい
っぱいです。その反面で一人一人の方に、しっかりとしたサービスが提供できているか
どうかと反省の日々であります。来年は皆様によりよいサービスを提供して行けるよう
に、スタッフ一同精進して参ります。

今年最後の大正琴サークルの様子と、日々デイケアで行なっているカラオケ大会と習
字の様子です。来年もどうぞよろしくお願い致します（＾＾）

２



デイケア行事食 のご紹介

予防フロア

11月の予防行事食週間は 『海鮮贅

沢どんぶり』でした。海鮮丼や月見ネギトロ

丼・サーモン丼など、海鮮系の丼を日替わり

でお出ししました。利用者様からは、丼だけ

でなく天ぷらや汁物も熱々で美味しいとの声

もあり大変好評でした。

介護フロア
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入 所 フ ロ ア

11月17日、お菓子作りでたこ焼きを作りました。粉作りから始まり、具材のメイン

であるタコ、キャベツ、天かす、長ネギ等を用意しました。それぞれに、たこ焼き器の

前に陣取り、さあクッキングタイム！焼いている時の利用者様の姿は、とても活き活き

され、竹串を使いながら、手慣れた様子でたこ焼きをクルンクルンと返し、出来上がり

。味のアクセントに紅しょうが、トッピングに青のり。ソース、マヨネーズとふんだん

にかけ、皆様おいしそうに召し上がっていました。

11月の行事食は九枠弁当で、色々なおか

ずと御飯を組み合わせました。お弁当箱のふ

たを閉じたまま提供し、蓋を開けるまでのド

キドキワクワク気分も一緒に味わっていただ

きました。わっと驚いた方が多く、美味しい

よと言っていただけました。目でも味でも満

足していただけた行事食になりました。

九 枡 弁 当

海鮮丼 すまし汁
なめこ和え
季節野菜の天ぷら
フルーツ白玉

海鮮三色丼
すまし汁 和風和え
茶碗蒸し オレンジ



先日、災害支援ケアマネジャー養成研修会に参加してきました。この研修を受講する

ことで、災害など甚大な被害を受けた地域に赴いて、復興活動の中心的役割（コーディ

ネーター）を担うことができます。昨年の胆振東部地震を振り返ると、私自身は家族や

自宅の対応に追われ、勤務先に駆け付けることができませんでした。今後、同じような

震災が起きたときに備え、できることの知識を得る機会とし、「きぼう」「法人」「地

域」に発信できるように気合いを入れて、講話を聴きました。東日本大震災の際はケア

マネジャーが担当利用者を救出しようとして、津波に巻き込まれて殉職した方が多数い

たようです。ケアマネジャーが亡くなることで、残される利用者様や御家族が混乱に陥

ってしまうことを認識する必要があり、震災時に最前線に立つのは、警官や消防隊、自

衛官といった専門職に任せることが重要、との話が印象に残りました。

また「受援力」が日本人は弱いようで、大変な状況でも「助けて」と言えないことが

多く、震災地にボランティアが集まっても、受入を拒否することも珍しくないようです

。そのため、不測の事態が起きた際、どんなことを手伝ってもらうのか、イメージして

おくことも震災に備える力ということを学びました。

他にも、災害が起きた場合を想定しての机上訓練など、盛り沢山の内容の研修会でし

た。上記の通り、得た知識をアウトプットできるように今後機会を設けていきたいと思

います。 （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～
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将棋が楽しくなるミニコラム
今回は人呼んで『千駄ヶ谷の受け師』木村一基九段について取り上げます。木村

九段はプロ入りが２３歳と早い方ではありませんでした。プロ入り後は高い勝率を

維持していました。年間６０勝かつ勝率８割以上を記録した棋士は、木村九段と、

あの藤井聡太七段だけです。しかしながらタイ

トル挑戦合計６回も獲得は０。勝てばタイトル

獲得となる番勝負で８連敗を喫しています。

あと一歩、本当にあと一歩タイトルに届かな

い状態が長く続きましたが、今年ついに念願の

王位を獲得。初タイトル獲得の最年長記録を８歳

以上更新しました。デビューから２３年目。涙の大記録となりました。

記：戸田介護福祉士



～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～振り込め詐欺の被害に遭わないために年末特別企画！

皆さんは振り込め詐欺の被害に遭わないための、知識がどれだけあるでしょうか。私

は巡回連絡で家を訪問した際に、振り込め詐欺の話をしますが、ほとんどの方が真摯に

受けとってくれて「気をつけないといけない」「何かあったら相談します」と言ってく

れますが、中には「自分は大丈夫」という方もいらっしゃいます。

私の考えですが、過去に被害にあった方も少なからず「自分は大丈夫。詐欺の被害に

なんて遭わない」と思っている方はいるのではないでしょうか。私は巡回連絡時に伝え

ていることは、「もし私の家に連絡がきたら心配だ」と思っていることが大事、という

ことです。

慢心してしまうと自分だけで解決できると過信してしまい、相手の口車に乗せられた

り、不安にさせられ、お金を騙しとられると可能性が高くなります。「心配だ」という

気持ちをもっておくと、いざ詐欺の電話やハガキが自宅に来た際、自分だけで解決しよ

うとせずに、誰かに相談できる力になります。

振り込め詐欺は誰かに相談すれば被害を防ぎます。家族、警察、友人など、皆さんの

信頼おける人に必ず相談してください。相談することは決して恥ずかしいことではあり

ません。

今年は前年よりも振り込め詐欺被害は減少しておりますが、「ゼロ」ではないのです

。特に架空請求詐欺は10月末現在で被害金は増加しておりますし、詐欺の手口も巧妙化

していきます。皆さんも、もし不審な電話やハガキがきた場合は必ず「相談する」よう

にして、振り込め詐欺被害を「ゼロ」にしましょう。

（文責：輪厚駐在所 中川原）

慌ただしくなる年末を前に、特別企画として輪厚駐在所の中川原様

に詐欺の注意喚起となる記事を載せて頂きました。中川原様とは、今

月のエスポたより1ページに掲載した「助けあえーる大曲・西部全体会

」でお話しする機会があり、それが縁で今回依頼することができまし

た。今後も「ためになる話」を情報提供して頂けることになりますの

で、皆さまご期待ください。



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 高畑 希夜美

みなさんこんにちは。デイケアの看護師として働いている高畑です。

私は、デイケアで働く様になり、早いものでもうすぐ7年になります。

そして来年は年女、なんと還暦が迫っているのです。この年になると

これからの自分の人生をどう生きたらよいのか人生100年と言われる時代になり、まだ

40年もあるのかと思った時、ふと自分には趣味らしいものがほとんどないなぁと思っ

てしまいます。

そんな自分ですが、天気の良い休日にすることが公園巡りです。最近引っ越ししたので

すが、転居先でも歩いて5分の所に春には見事な桜の咲く公園もあれば、水源地の中に

ある公園で池の綺麗な西岡公園や高校時代によく立ち寄った懐かしい月寒公園は、池に

たれるシダレ桜が見事です。桜の咲く時期はどこも綺麗ですが豊平公園もお花が賑やか

です。どこも車で30分以内で気軽に行ける場所なので、ふと思い立って冷蔵庫の中の

残り物をお弁当箱に詰めてお昼ご飯を外で食べると、どんなものでもとってもおいしい

のです。もう子供を遊ばせる時期でもなくなったので、健康のためぶらぶらと散策しま

す。さすがに寒くなってきたこの頃、さて、これから冬はどうしようか・・・と悩む日

々です。

「ふまねっと笑」を紹介します。大曲末広２・３丁目・東栄の町内会活動の一環と

して、毎月第2土曜日の午後１３時３０分～１４時５０分までふまねっと、１５時～

１５時３０分までを脳活運動をおこなっています。参加費は１００円で、毎回笑いが

溢れる楽しい集まり場となっています。上記の地区にお住いで、興味のある方はにし

高齢者支援センターにご相談ください。（℡：370-3922）
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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。今月は宮本が担当させて頂き

たいと思います。今回のテーマは質の良い『睡眠』

についてです。

記：松村理学療法士

【質の良い睡眠とは】
・規則正しい睡眠、覚醒のリズムが保たれていて、

昼夜のメリハリがはっきりとしている

・必要な睡眠時間がとれており、日中に眠気や居眠

りすることがなく、良好な心身の状態で過ごせる

・途中で覚醒することが少なく、安定した睡眠が得られる

・朝は気持ちよくすっきりと目覚める

・目覚めてからスムーズに行動できる

・寝床に就いてから、過度に時間をかけすぎずに入眠できる

・睡眠で熟眠感が得られる

・日中、過度の疲労感がなく満足度が得られる

【質の良い睡眠の健康への効果】
睡眠はからだとこころの回復を行う働きがあり、食事や運動、喫煙、飲酒などの生

活習慣と同じように健康に深く関わっています。質の良い睡眠をとると、生活のリズ

ムが整いやすくなり、体内のホルモンのバランスも保たれやすくなるので、肥満や高

血圧、耐糖能障害、循環器疾患、メタボリックシンドロームといった生活習慣病の予

防につながります。抑うつや不安などのこころの不健康も予防します。

【質の良い睡眠の実践方法】
・運動習慣を持つ（運動習慣を持つことで寝つきがよくなり

深い睡眠が得られるようになります）

・寝る2～3時間前の入浴（入浴で体温が一時的に上がり運動

と同じように寝つきがよくなります）

・朝、起床後に光を浴びる（体内時計のずれをなくし、規則正しい生活を送ります）

・食生活（朝食はしっかりとって、日中に活動するためのエネルギーを補給しましょ

う。）

・昼寝（午後に眠気がある場合には15分程度の昼寝をすることで夜によく眠れるよう

になることがあります。高齢者の場合は30分程度の昼寝がよいとされています）

・室内環境を整える（寝床の中の温度は33℃前後、湿度は50%前後、睡眠を邪魔しな

い光と音の刺激の程度の環境を整えましょう）

・よく眠れる寝具を選ぶ（深い眠りを保つために身体は発汗しているので、吸湿、放

湿性がよく、保温性の良い寝具を選びましょう。）

記：宮本理学療法士



エスポ クラシック VOL.5

今回は平成20年1月号をピックアップ。前月におこなわれたクリスマス会と全道老人

保健施設大会の報告、そして對馬理事長（当時施設長）の新年の挨拶が載っています。

●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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平成20年のニュース
・秋葉原で通り魔事件（６月）
・アメリカ大統領選でオバマ氏当選（11月）
・北京オリンピック開催。
流行語
・「アラフォー」「グ～」

で
き
ご
と



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

認知棟を担当しているケアマネージャーの園田です。

先日、對馬理事長から赤ワインはアルツハイマー型認知症予防に有効だというお話

をしていただきました。毎日赤ワインを2杯飲んでいる人は全く飲んでいない人に

比べて認知症発症率が1/2、4杯飲んでいる人は発症率1/4に抑えられるというデ

ータがあるようです。(それ以上飲むのはお勧めしないようです)皆さん実践してい

きましょう！私自身も今大注目の道産ワインに興味を持っています。

今年は始めて農業開放祭＠余市に参加しました。グラス片手にワイナリーを渡り

歩き、ワインのテイスティングをする夢の

ようなイベントでした。生産農家の方々が

ボランティアでイベントに参加していて、

顔が見えることはそれだけで安心に繋がり、

感謝の気持ちが湧いてきました。

私たちもご利用者やご家族が顔を見て安

心、心が通うような関係を作れるようこれ

からも努めていきます！

～材料～

・練りあん 200ｇ

・寒天 5ｇ

・水 400ｃｃ

・砂糖 40ｇ

・塩 少々

～作り方～

①鍋に寒天・水・砂糖を入れて中火にかけながら混ぜる。沸騰後もさらに2分ほど

加熱を続ける。

②火を弱め、練りあんと塩少々を加え、もったりとするまで煮詰める。

③容器をさっと水で濡らし、②を流し入れる。

④粗熱がとれたら冷蔵庫に入れ、冷やし固めたら完成です。



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

12 / 7   （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

12 /10  （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

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

12 /12 （木） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

12 /20 （金） 14:40～15:35 舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴（入所者） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

12 /21  （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

12 /25 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

※12月の理美容室は、11（水）と25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/

今年も残すところあとわずかとなり
ました。皆様はどの様な年末を過ごす
予定ですか。今年の年末年始は９連休
という大型連休となっています。皆様
それぞれに有意義な時間を過ごされる
のではないかと思います。私が毎年思
うことは、ゆっくりとした年末を過ご
したいということです。（家の中での
んびりとです。）けれども12月はやは
り楽しくも慌ただしく過ぎてしまいま
す。忘年会やクリスマスなどの行事、
年賀状を書いたり、大掃除もしなきゃ
いけないなと思っています。それでも
今年は長い連休のお陰で、ゆっくりで
きる日もあるのではないかと思うと嬉
しいです。今年一年エスポワールをご
利用下さりありがとうございました。
皆様良いお年をお迎え下さい☺


