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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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2020年が始まりました！！ 

 東京オリンピックの開催で盛り上がることが 
間違いない2020年。ある占い師の話によると
「価値観の大転換が起こる年」のようです。 
多様性が求められる1年になるのかもしれません
。丁寧に対応していきたいと思います。 

通 所 フ ロ ア 

 明けましておめでとうございます。今年も皆さまよろしくお願い致します。 
例年に比べて雪も少なく、スキー場のオープンが遅れ、雪まつりも雪が足りないという
話しも耳にします。さて、今月号は12月行事のクリスマス会の様子です。クリスマス会
ではビンゴ大会、リハビリスタッフによる『お絵描きですよ！』ペンギン保育所による
お遊戯♪と盛りだくさんでした（＾＾） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 またクリスマスプレゼントとして職員手作りの松ぼっくりを加工したツリーを皆様に
お配り致しました♪ 



 ２階フロアでは、昨年の１２月２２日に一足早いクリスマス会を 

行いました。ジングルベル、きらきら星を３Fと同様に、ハンドベル 

で演奏しました。職員が芸達者なサンタクロースに扮し、皿回しや 

マジックを披露。利用者様もクリスマスの雰囲気を味わい、喜ば 

れていました。余興の後は皆様お待ちかねのケーキタイムです。 

お皿に盛り、美味しそうに満足気な表情をされていました。 

年号も変わり、今年は令和２年となります。皆様にとりまして 

健康で良い１年となりますよう、職員一同お祈りしております。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 あけましておめでとうございます。３階フロアでは、昨年末クリスマス会を行いまし

た。職員がサンタクロースに変身しマジックやベルでささやかながら小さな演奏会を行

いました。その後はお楽しみのクリスマスケーキをみんなで食べて大満足！その後は・

・・一年の締めくくり!(^^)! 利用者様と１年を振り返り、お話をすることができました

。そして職員も新たな１年に向け振り返る事が出来、今年は更に職員一同笑顔を大切に

頑張りますので、宜しくお願い致します！！ 
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入 所２階 フ ロ ア 

入所３階フロア 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デイケア行事食        のご紹介 

 

 
 12月の予防行事食週間は『あつあつ鍋週
間』でした。すき焼き鍋・寄せ鍋・豚みぞれ
鍋・石狩鍋・水炊きを1人用の土鍋を使用し
て、熱々の状態でお出ししました。利用者様
からは『美味しかったよ～』とのお声もあり
、満足していただけたようでした。 

 

 
 １２月の行事食はクリスマスプレートラン
チを提供しました。大きなプレートに、クリ
スマスにぴったりな料理をそれぞれのせまし
た。2日間それぞれ違う料理を提供しました
が、どれも好評でした。来年も皆様に喜んで
いただける食事を提供していきますので、ど
うぞよろしくお願い致します。 

  水炊き 

クリスマスプレート 

３ 

地域づくりを一緒にしませんか ⁉ 

 毎月開催しているエスポーツクラブでもお

馴染みのふまねっと。運動が苦手な人でも楽

しくおこなえるため、地域でも多くの人から 

支持を得ております。そのふまねっとを指導

する資格が取得できる講習会が開催されます

。お住いの地域がこれからも明るく元気でい

られるように、ふまねっとを通じて、健康づ

くりの担い手として活躍しませんか⁉ 

 

 

 

 

 

 

 

受講料は7,000円。詳しくはにし高齢者支援

センターまで。（☎：011-370-3922） 

日時：2月13日（木） 
   10:00～16:30 

会場：大曲会館                            

                 

すきやき鍋 
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それゆけ！きぼう ～輪厚からシアワセ届けます～ 

 2025年には65歳以上の5人に1人が発症すると推計されている認知症。テレビや雑

誌にて、さまざまな知識を得られる機会は増えましたが、実際に関わる当事者からする

と判断や対応に迷うことが日常的にあると思います。 

 札幌市認知症コールセンターでは、認知症に関するご相談に専門の相談員が電話で応

じます。認知症に関連する医療や福祉、介護などの機関も紹介致しております。匿名性

が守られた相談窓口であるので、気軽にご相談できます。 

                 認知症に関する悩み事はひとりで抱え込まず、 

                いろいろな人に思いを吐き出し、そこからエネルギ 

                ーを供給することが大事と考えます。札幌市認知症 

                コールセンターのような機関を上手く活用していく 

                ことをお勧め致します。 

                  

                 詳しいお問い合わせ先は、 

 

                    011-206-7837 
                  

                 利用時間は月曜～金曜（年末年始・祝日除く） 

                  

                    10:00 ～ 15:00 
                                                            

                                                                        となっております。 

クローズアップ きたひろしま ① 

大曲会館でおこなわれている『大曲元気upサークル』

のご紹介です。2ヶ月に１回はインストラクターの方の

指導も受けることができるのが魅力です。 

（注：写真は夏の開催時の写真のため皆様薄着です） 

毎週木曜日に午後１時から開催しています。文字通り 

元気をあげたい人は是非ご参加下さい。 



リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 

 将棋が楽しくなる☆ﾐﾆｺﾗﾑ 

 ○○界のプリンスとは、どの世界にもいるようです。歌舞伎界では市川海老

蔵さん。演歌界では氷川きよしさんでしょうか。単にカッコいいだけではなく

、その道を極めようと努力されている方に贈られる称号ではないでしょうか。 

 将棋界のプリンスといえば、オールドファンには、やはりこの方をおいて他

にいません。三間飛車高美濃囲いに、真部流の名を残した真部一男九段でしょ

う。写真は１９８６年のＮＨＫ杯での一枚（図１） 

和服姿の真部七段（当時）は、相手の新人棋士を 

序盤から圧倒。ところがこの新人が、なかなか諦 

めません。反撃の王手ラッシュで、解説のひふみ 

んが『真部さんの心胆を寒からしめる』といった 

展開。詰むや詰まざるやの中、すんでのところで 

真部さんが勝ちました。この相手とは、のちにＮＨＫ杯を前人未到の11回制す

る四段時代の羽生さんでした。当時中学生だったため、学生服で指されていま

した。これがＮＨＫ杯での初黒星です。 

 それから時は流れて2,007年10月30日の順位戦。真部さんは体調を崩して

おり、午前中に早々投了。即入院され、1年4か月の休場が発表されました。 

この時の投了図は、ご覧の通り（図２）。病床で、 

弟子に『４二角打ちという手があったが、これを 

すると相手が長考するため、身体がもたないと判断 

した』と告げています。５５歳の若さでしたが、こ 

れが絶局となり、九段が贈られました。また『指し 

たのも同然』として、幻の４二角が、升田幸三賞 

（新手・妙手を指した者に贈られる）受賞しまし 

た。次号は、真部九段最期の相手となったＡＩ将棋 

の申し子豊島将之（当時四段）を取り上げます。 

（記：戸田介護福祉士） 
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（図１） 

（図２） 
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 新年明けましておめでとうございます。お正月はゆっくり過ごせましたでしょう

か。親戚や家族と集まる機会がある方がいたり、おせちなどのおいしい料理や初詣

、正月特番のTV番組など新年らしいお祝いの雰囲気がとても良いですよね。 

 新年という事で昨年を振り返りますと、私事ですが9月に長女の千遙（ちはる）が

誕生した事が一番のニュースになります。 

 最初はてんやわんやの育児でしたが、最近はおむつ交換や 

寝かしつけ・ゲップの出し方など我ながら上手くなり、妻に 

もおそらく「出来るパパ！」として認められている事と思い 

ます！生まれた時は2500ｇだった小さい体も4か月も経つ 

と5000ｇも越え、どんどん頬もぷっくりしてきました。 

最近は徐々に首も強くなり、笑顔も多くみられるようになり 

ました。 

 日々の娘の成長を嬉しく感じております。親としても娘に 

負けないように一緒に成長していきたいと思います！  

 北海道はこれから寒さの本番を迎えますが、風邪に気を付けて元気に2020年皆

さんで突っ走っていきましょ！今年も宜しくお願いします！ 

 
 
  

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 新藤 和季 

次
号 

次号のエスポたよりは260号となります。 
毎月のエスポクラシックにて過去のエスポたよりをを振り返って 
いますが、施設広報誌として歴史を積み重ねてきました。 
260号の記念号として特別企画は予定しておりませんが、これまで 
通り宜しくお願い致します。 
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リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 

 皆様あけましておめでとうございます。今年最初

のリハビリ通信は松村が担当させて頂きたいと思い

ます。肩こりが原因で頭痛に悩まされていることは

ありませんか？ 

 そこで今回の内容は肩こりの原因と予防について

ご紹介していきます。 

 【肩こりの原因】 
   肩こりの原因は数十種類もあって、人によってもさまざまです。その中でも多くみ

られている4大原因は「同じ姿勢。目の疲れ、運動不足、ストレス」とされています。 

 

①同じ姿勢・目の疲れ……読書や手仕事などをしているときに首が少し前に突き出す 

            姿勢になっています。こうした姿勢を続けいると、筋肉が 

            かたくなり血流の流れが悪くなり肩こりが起こります。 

 

②運動不足・ストレス……身体を動かさなかったり、ストレスをかかえると筋肉が固 

            くなり血流の流れがわるくなるため新鮮な酸素や栄養が伝 

            わりにくく、疲れやすい状態になります。 

【肩こり予防体操】 
   いろんな体操がありますが今回は２種類を紹介します。行うときは痛みがあるときは

無理せず行動しましょう。  

   ①交互に肩を上下         ②両肩をすくめる        

 
  

①と②共に1日３回10回程度を目安に行うと良いです。 

 

記：松村理学療法士 
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エスポ クラシック  VOL.6 

クローズアップ きたひろしま ② 

 昨年11月24日に西部地区高齢者慰安

会が開催されました。10月号のエスポ

たよりでも紹介しましたように「ご存知

ですか!? エルフィンカード。～命を助け

るこのカード～」という寸劇をおこない

ました。当施設職員の脚本・監修のもと

、地域の方達による迫真の演技により、

エルフィンカードの必要性を皆様に周知

することができました。来年はどういっ

た劇団員が登場するのか。今から楽しみ

です。（文責：にし高齢者支援センター：佐藤） 

今から4年前の平成28年1月号をご紹介します。家族交流会をおこない、ご家族から職

員や施設に向けて、有難い言葉を頂戴した機会となったとの記事が掲載されております

。また、メールでのご意見を募集したり、市内のお勧め店舗を紹介したりなど、盛りだ

くさんの内容となっており、現在のエスポたよりに継承されています。 



栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～ 

 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 

 一昨年より3Fで勤務しております冨田と申します。キャンプと３Fの窓から見える

向かいの牧場の風景が大好きな中年看護師です。冬になり、様々な感染症が流行して

おりますが、私も先月インフルエンザにかかってしまいました。 

 インフルエンザの感染経路は「飛沫感染」と「接触感染」です。飛沫感染は感染し

た人の咳やクシャミのしぶき（飛沫）に含まれるウイルスを吸い込む 

ことによる感染です。また、感染した人が咳を手で押さえたり、鼻水 

を手で拭った後にドアノブやスイッチなとに触れると、そこにウイル 

スを含んだ飛沫が付着し、さらにそこを別の人が手で触れて自分の鼻 

や口を触れることにより粘膜を通じてウイルスが体内に入り感染しま 

す。これが接触感染です。インフルエンザウイルスは金属やプラスチックなどでは24

～48時間生存すると言われています。感染予防のために、マスク着用だけでなく帰宅 

        時や調理の前に丁寧な手洗いを、私もしっかりしていこうと思って 

        います。インフルエンザの話ばかりになってしましましたが、次回 

        リレーエッセイが回ってきたときには趣味のキャンプについて語り 

        たいと思います！今年も利用者様とご家族様がお元気で過ごされる 

        ことを心よりお祈り申し上げます。 

記：高橋管理栄養士 

エスポワール職員リレーエッセイ 
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普段エスポワール北広島の職員食で提供している、
鶏の唐揚げのレシピをご紹介します。 

【材料】（2人分） 

・鶏もも肉   240ｇ 

●醤油   大匙1と1/3 

●酒      大匙2 

●みりん  大匙1と1/3 

●砂糖     小匙2 

●塩      0.4ｇ 

●水      小匙1 

●おろし生姜  お好みで 

●おろしﾆﾝﾆｸ  お好みで 

・片栗粉    大匙1 

・小麦粉    大匙1 

・揚げ油    適量 

【作り方】 

①鶏肉は大きめの一口大に切る。 

②ビニール袋に●の調味料を入れて混ぜ、①の鶏肉を入 

 れてもみ込む。冷蔵庫に入れ、１時間半程漬けておく。 

③②の汁気を切り、片栗粉と小麦粉を混ぜ合わせたもの 

 をまぶす。 

④中温の油で、中に火が通るまで揚げ、一旦取り出して 

 おく。 

⑤強火にして、油が高温になったら④を戻し入れ、さっ 

 と揚げたら完成です。 



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 

 

 

 

1 / 9   （木） 16:00～17:00    書道教室（入所者）               2Fフロア 

1 /18  （土） 13:00～14:00  生け花教室（入所者）           2Fフロア 

1 /21  （火） 14:00～14:55    お茶会（通所者）               悠々ﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ 

1 /30  （木） 16:00～17:00  書道教室（入所者）             2Fフロア 

 

      ※1月の理美容室は、15日（水）と29日（水）です。 
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編 集 後 記 

 皆様明けましておめでとうございます

。クリスマス・お正月も過ぎ、今年も一

年が始まった実感が出てきましたね。今

年は日本でオリンピックが開催され、近

隣では札幌で、マラソン・サッカーの会

場となっており、楽しみに待つ今日この

頃です。皆様今年もどうぞよろしくお願

い致します。また、各部署や各担当者へ

年賀状を差し出して頂きました方々に重

ねてお礼申し上げます。 

翔仁会ホームページ
からもエスポだより
を見れます！ 

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


