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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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新型コロナウイルスの話題でもちきり！ 

新型コロナウイルスに感染しない術については
、保育園児でも知っている昨今。注意すべきは
関連するデマ情報ではないでしょうか。情報の
真偽を冷静に確認していきましょう。 

入 所 フ ロ ア 

 入所されている方は、なかなか初詣に行く事ができません。そこで、即席のエスポワ
ール神社を作り、皆さんにお参りして頂きました。こちらでご用意させて頂いた5円玉
をお賽銭箱に備えて頂き、良き1年となるようお祈りされておりました。手作り感満載
ではありましたが、皆さん真剣にお祈りして頂いた姿が、とても印象的でした。 



２ 

エスポーツクラブ でめんさん 募集 

 我々が無理せず出来る地域貢献ってなんだろう。そんな事を相談員の会議の中で話

し合ったのが始まりであったエスポーツクラブも平成28年10月より始め3年超とな

りました。 

 特に何か結果を求められるものではないので、「参加者 

の数は気にせずに細く長く」を合言葉にしていたとはいえ 

やはり参加者が少ないと・・やるからには多い方がと思っ 

てしまうのがまた人間の心情かもしれません。 

 紆余曲折ありましたが、現在では「月によって」「天候 

によって」「抱える問題によって」違いはあるものの十数名の参加者が利用して下さ

っており、入所されている方も地域の方と繋がるいい機会とさせて頂いております。 

             市役所にて開催される指導者のライセンスを取得され、 

             今では参加者の前に立ち運動の効果を話されながら体操 

             を進めて下さる方やふまねっとのサポーターとして未熟 

             な我々相談員にやさしくご指導して下さるボランティア 

             の方。体操に必要なウエイト（腕や足にまくオモリ）を 

             寄付して下さる方。そして笑顔だけでなくお菓子などを 

提供して下さる方々等たくさんの方々によって支えて頂いております。この場をお借

りし少し御礼させて下さい。 

 その後、制度改正もあり地域貢献活動が老健では必 

須となり、他老健さんからも賞賛して頂いたり何より 

も月一度では物足りなく自らの自宅を開放し、体操を 

されている事を耳にした時には我々のみている方向は 

間違っていなかったと再確認できた事を今も覚えてお 

ります。 

 随分と前置きが長くなりましたが、この場をお借りして我々が今回お願いさせて頂

きたいのは でめんさん を幅広く募集させて頂きます。 

「一緒に地域を 温める 地域を 繕う 地域を 支える 」 でめんさん を募
集致します。年齢・性別は問いません。 

これからも法人の理念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。～「夢」とは心が満たされる事である。～ を信念に施設にかかわりのない地

域の方々にも施設を目的に合わせて利用して頂けるそんな場となればと思います。 

勿論、参加者としてご利用もお待ちしております。毎月最終土曜日13時半から2時間

程度エスポワール１Fにて行っております。ご用意頂くものは運動靴と笑顔のみとな

っております。不明な点ございましたら相談室までご連絡く 

ださい。 

※でめんさんとは農家のアルバイトの人その時期だけ頼まれて仕事を 

 手伝う人。お金を払ったり、その家にお互い様で手伝いに行ったりさ 

 れる事ですが、エスポワールでは元気や若さを提供することででめ 

 ん賃とさせて頂きますのでご了承ください。 

                      支援相談員 ☎011-376-3911 
                            ✉social@shojinkai.or.jp 



デイケア行事食        のご紹介 

 

 
 1月の予防行事食週間は『カフェ風ワンプ
レートランチ』を実施いたしました。 
 ナポリタンやきのこスパゲティーをメイン
にしたプレートに、エビフライやキッシュ、
サラダなどを盛り合わせてお出ししました。
完食された利用者様も多く、きのこスパゲテ
ィーと手作りキッシュが大好評でした。 
  

 

 
 新年最初の行事食は、寄せ鍋と石狩鍋を提
供しました。テーブルに１台の大きな鍋を置
き、ガスコンロを用いて熱々の状態でだしま
した。利用者様からは、『鍋がでるなんて驚
いたよ』、『まあ鍋なんて久しぶりだわ、美
味しくておかわりたくさんしたよ』と、驚き
の声が多かったです。みんなで食べる温かい
食事は格別に美味しいものであることが、こ
の機会を通してわかりました。ぜひ次回の行
事食も楽しみにしていてください。 
 
 
 
 
 
 
 
※写真が撮れず申し訳ありません。 

３ 

 

 今月のデイケアは、年明けに皆様に書いて頂いた書初めの様子をご紹介したいと思い

ます。皆さん普段習字はいいよいいよと腰が上がりませんが、新年の行事なのでという

と快く筆を握っていただけました♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナポリタンプレート 

通 所 フ ロ ア 

和風スパゲティープレート 
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 皆さんはSDGs（エス・ディー・ジーズ）という言葉を聞いたことがありますか？

SDGsとは2015年9月の国連サミットで採択されたもので、「持続可能な開発目標」

という意味を持ちます。17の大きな目標と、それらを達成するための169の具体的な

ターゲットで構成されており、17の大きな目標は、貧困や飢餓、健康や教育、さらに

安全な水の供給、エネルギーの話、働きがい、経済成長、街づくりの話題、他にも気候

変動、海や陸といった内容にまで至ります。（詳細は下図を参照） 

 このSDGsを地域の活性化に取り組もうと開発されたのが「SDGs de 地方創生」と

いうカードゲームです。文字通り、地方創生を実現する方法について参加者全員で対話

し、熱い交渉を繰り広げるというもので、先日カードゲームを実際に体験しました。 

 行政担当者や、最大16の各地域で活躍するプレイヤーにわかれ、どのように活動し

、どのように街に働きかけていくかを考えます。また、「人口」「経済」「環境」「暮

らし」という4つの指標も意識しなければならないため、安易に自分たちの利益だけを

求める訳にいきません。ゲームに参加した人たちの行動により、状況が変化していく奥

深さを感じました。 

 今回おこなった感想として、私たちの街に対する思いによって、実際に街が変わって

いく可能性があることを理解しました。そのためには、同じ志をもつ人と思いを共有す

ること、あるいは熱い気持ちを持った人と出会えるチャンスを伺うことが肝になるとも

思いました。短い時間ではありましたが、大変有意義な経験をすることができました。 

クローズアップ きたひろしま 

（上）白熱する会場内（右）17の目標 

ご
紹
介 

 先日、家族支援事業（語りあえーる）の新
年会で参加者のみなさんと会食しました。 
 セブンミール“ちらし寿司弁当”（税込
864円）です。美味しい食事に会話も箸も進
みました！ 



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 

 今回は豊島将之九段について取り上げたいと思います。前号で触れたとおり

、真部一男九段の最期の相手でした。豊島九段は1990年生まれの29歳。小学

校3年生でアマチュア六段（プロ6級に相当）を取り、史上最年少で関西奨励会

（プロ棋士の育成機関）に入会。史上初の小学生棋士の誕生かとも思われまし

が、幾つかの足踏みを経て、2007年プロ入り（四段に昇段）を果たします。 

2014年に第3回将棋電王戦に登場。将棋電王戦とは、コンピューター将棋とプ

ロ棋士が団体戦で戦うというもの。非公式戦ではありますが、動画サイトで生

中継される事から、注目度は別格です。結果はプロ棋士から見て1勝4敗と、全

く歯が立ちませんでしたが、虎の子の1勝を挙げたのが、豊島七段（当時）でし

た（写真１）。これ以降『一人で研究した方がいい』と言い、他棋士とは、あ

えて交わらず独自の道を歩みます。2018年には棋聖・王位のタイトルを獲得

。迎えた2019年に完全覚醒を果たします。A級順位戦を8勝1敗で終えて、名

人挑戦権を獲得。4勝0敗のストレート勝ちで、念願の名人位を獲得。関西所属

棋士の名人位獲得は、谷川九段以来22年ぶりの事でした。その後、棋聖は渡辺

九段に、王位は前々号で紹介した木村九段に、それぞれ明け渡します。竜王戦

では挑戦者決定戦で木村九段に勝って挑戦権を獲得。広瀬八段を撃破し、史上4

人目となる竜王・名人（共に将棋界で最高峰のタイトル）となりました。藤井

聡太七段が3回以上戦って、1度も勝てないのは豊島竜王名人（0勝4敗）のみ

です。全く寄せ付けません。この豊 

島竜王名人が、奨励会時代2度以上 

対戦して勝てなかった相手は、1名 

を除いてプロになっています。 

 次号では、奨励会の厳しさを世に 

広めた、天野貴元さんをお送りしま 

す。 

（記：戸田介護福祉士） 
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デイケア担当者によるリレーエッセイ 
  今月は・・・介護福祉士 平田 綾子 

次
号 

それゆけ！きぼう ～輪厚からシアワセ届けます～ 

 2月に入って厳しい寒さが続いております。当たり前のように暖房が欠かせない
状況の中、灯油価格が気になるところ。そうした中、北広島市では灯油・ガス・電
気などに必要な費用の一部を支給する「福祉灯油特別対策事業」を実施するこ
とになりました。下記の方が対象になります。 

ア：世帯全員が道・市民税非課税であること 
イ：北広島市に住民登録があり、引き続き市内に住所を有 
  すること 
ウ：対象要件となる方全てが、病院、社会福祉施設などに 
  宿泊の伴う長期の入院または入所をしていないこと 

 自宅で過ごされている方で対象になると思われる方や、 
詳しくお話を伺いたい方は、居宅介護支援センターきぼう 
までお気軽にご相談ください。ケアマネジャーが相談に 
応じます。 

 皆さん、こんにちは！ 

昨年の１２月１６日からデイケアに異動になりました平田綾子です。 

エスポワールに入社して今年で１５年目になります。今までは入所の２階と３階で働

いていました。 

 

私生活では、 

２歳のいたずら大好きな息子がおり 

育児に奮闘中です！ 

まだまだ仕事に慣れずに 

反省の毎日ですが、 

早速私の名前を覚えて、 

『平田さん』『綾ちゃん』と呼んで下さったり、『息子ちゃん元気かい？』とお声を

かけて下さる利用者様の声がとても励みになっています。 

今までの経験と笑顔で頑張っていきますので、これからも宜しくお願いいたします！ 
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リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 

 今回の記事を担当させて頂きます宮本です。今回は

必要な道具や環境を必要とせず、行うことができる最

も手軽な運動であるウォーキングについての話とさせ

て頂きます。ウォーキングとは、日常生活の歩きや散

歩とは異なり、"健康のため"という目的をもって行う

歩くことをウォーキングといいます。 

【ウォーキングの効果】 
 高血圧の改善・心肺機能の強化・骨の強化・肥満の解消・脂質異常症・社会的効果

・動脈硬化の改善・肝機能の改善・糖尿病の改善・腰痛の改善・リラックス効果 

などがあり、主に体脂肪燃焼や体質改善、生活習慣病予防に効果的な有酸素運動と言

われています。 

記：宮本理学療法士 

    【ウォーキングの注意点（まとめ）】 

●自分の体調や体力に合わせてマイペースで行いましょう 

●体調がすぐれないとき、天候の悪いときは無理に行わず中止しましょう 

●あまり距離や時間にこだわりすぎずに行いましょう 

●ウォーキングの前後にウォーミングアップとストレッチを行いましょう 

●屋外を歩くときは、思わぬ事故やけがが起こらないよう注意しましょう 

●適度な水分補給を心がけましょう 

●医学検査や体力測定を受けて、運動に耐えられるかを確認しましょう 

 ●理想的なウォーキングフォーム●  健康のためのウォーキングは

普段の歩きや散歩とは異なり、

フォームを意識しながら歩くこ

とが大切です。視線は自然に前

を向き、頭を天からつり上げら

れているような気持ちで高くし

て背筋を伸ばします。肘を曲げ

て腕を振り、足は後ろ足のつま

先で地面を踏み込むようにして

重心を前に移動させます 

（左図） 
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エスポ クラシック  VOL.7 

 毎年節分の時期になると入所フロアには趣向を凝らした鬼が登場しています。平成

25年3月号と平成27年3月号に、そのときの様子が掲載されております。2020年はど

んな鬼が登場したのでしょうか(笑) いつの時代も、皆さんと一緒に笑顔で楽しめるこ

とができることが何よりの希望です。 



栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～ 

 はじめまして、入所3階フロアで勤務している山脇 

といいます。 

 私は10年以上アイドルグループ『嵐』のファンで 

あります。今年活動休止してしまいますが、昨年11 

月に大阪の京セラドームで行われたコンサートに行く 

ことができました。コンサートは楽しかったのですが 

どこかさみしい気持ちになるコンサートでした。 

 今年も仕事をしながら、心の隅でまたコンサートが 

あればいいなと思っています。 

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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【材料（2合分）】 

・米      2合 

・鶏肉     60ｇ 

・人参     20ｇ 

・椎茸     4～5枚  

・小揚げ    2枚 

★砂糖   小匙1と1/2 

★醤油   大匙1と1/3 

★酒      小匙1 

★みりん    大匙3 

★和風だしの素 小匙1/3 

★塩      少々 

・水            適量 

 

  

【作り方】 

①★の調味料を鍋に入れてひと煮たちさせ、冷ましてお 

 く。 

②鶏肉は小さめの一口大、人参は千切り、椎茸は石づき 

 を取りスライス、小揚げはお湯をかけて油抜きしてか 

 ら短冊切りにする。 

③米を研ぎ水気を切る。 

④炊飯釜に③→①→②を入れ、水を2合の目盛りまで入 

 れて炊飯器で炊く。 

⑤炊き上がったら、全体を軽く混ぜて完成です。 

 

 普段エスポワール北広島で提供して 

いる、炊き込み御飯のレシピをご紹介 

します！ 



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 

 

 

 

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

2 /12  （水） 12:30～13:10  手芸サークル（通所者）       1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ 

2 /13  （木） 16:00～17:00  書道教室（入所者）             2Fフロア 

2 /15  （土） 13:00～14:00    生け花教室（入所者）        2Fフロア 

2 /21  （金） 16:00～17:00  書道教室（入所者）        2Fフロア 

2 /27  （木） 14:40～15:35  ｶﾗｵｹ・大正琴・舞踊（入所者）   1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ 

      ※2月の理美容室は、12日（水）と26日（水）です。 
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編 集 後 記 

 早いもので今年もあっという間に月日

がたち二月になりました。今年は例年に

比べ雪も少なく、私たちにはありがたい

ようにも思いますが、雪が少ない事で、

雪まつりの雪像を作るにも雪が足りなく

…スキー場がオープンできない状況にな

っていたり。様々な問題があり、やっぱ

り北海道といえば雪！！が大切なんだと

つくづく思いました。また、二月がピー

クになるといわれているコロナウイルス

！！マスク着用はもちろんですが、手洗

い・うがい・アルコール消毒が一番の予

防と言われているのでお出かけの際はこ

の３つの事を頭に入れ自ら予防できる様

心掛けていきたいと思います。 

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/ 


