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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。 
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アマビエさまを知っていますか？ 

 

 皆様こんにちは。コロナウィルスによって何かと我慢をしなければならない昨今です

が皆様どうお過ごしでしょうか？最近ではコロナに効く薬などの研究が進められたり、

外出自粛などの効果で少なからず感染の減少が見られるなどプラスな話題もあります。

国民一人一人が自覚を持って、早くコロナが終息することを願うばかりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、今月のデイケアの様子ですが、大きな絵に皆様で折り紙をちぎって貼っていた

だく貼り絵を紹介したいと思います♪一枚の貼り絵も皆さまが協力して頂いているおか

げであっという間に出来上がってしまいます♪今後は今世間で話題の『アマビエ』の貼

り絵も作成予定なので、完成後はホールに飾ってコロナ終息を祈願したいと思います。 

通 所 フ ロ ア 

アマビエ 

疫病よけの妖怪「アマビエさま」が話題になっ 
ています。新型コロナウィルスの終息を願い、
全国各地（※エスポでも）で「アマビエさま」
が描かれています。妖力を頼りに、いまの状況
が１日も早く収束することを祈りましょう。 
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入 所 フ ロ ア 
 4月19日、2Fフロアにておやつバイキングを行いました。一口ようかん、もなか、
ミニたい焼きやエクレア等、色々な種類のおやつを用意し、皆さんに選ぶ楽しさを感
じていただきました。中には数回取り皿におかわりする方もいらっしゃり、喜ばれた
様です。コロナの影響で外出の機会もめどがたたない今、施設内で行事を充実してい
ければと考えています。 
 
 
 
 
 

 世界中で蔓延している新型コロナウイルス。多くの人々にとって、これまで経験し
たことのない混乱の中で、ＳＮＳ上では、奇妙なブームが・・・。人魚のような体、
鳥を思わせるくちばし、魚とも、鳥とも思わせる半人半魚の生き物をかたどったこれ
を描き写し、広く拡散させるというもの。そこには、今なお混乱著しい、コロナ禍が
無事に収まるようにとの願いがある。その名も『あまびえ』。この『あまびえ』は、
江戸時代の熊本県であったお話だそうです。ある日の夜、海中に光る物体が出没して
いたため、役人が赴いたところ、それが姿を現した。その者は、役人に対して「私は
海中に住むアマビエと申す者なり」と名乗り、「当年より6ヶ年の間は諸国で豊作が
続くが疫病も流行する。私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ。」と予言めい
たことを告げ、海の中へと帰って行った。これが概要です。3Fフロアでも、無事に収
まるようにとみんなで作りました。 



 
 

 4月の行事食は、『イースタープレート』
と『お花見弁当』でした！洋食の行事食は
初めてでしたので、新鮮味があったと思い
ます。花見弁当は、春らしい見た目を意識
しました。ボリュームもだせたお弁当にな
ったと感じます。来月はＧＷということで
、より一層楽しんでもらえる行事食を提供
できるようにしていきます。 

デイケア行事食        のご紹介 
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 皆様こんにちは。リハビリテーション科言語聴覚士の大芝です。最近はコロナウイル

スが流行し、予定していた旅行やコンサートなどの楽しみが中止となり、休みの日は自

宅で過ごしています。自宅ではペットの犬猫の写真 

を撮影したり、調律のされていないピアノを久々に 

弾いてみたりしています。しかし難易度の高い曲を 

選んでしまい、一向に進んでいません…。その他に 

は、母に「捨てた」と言われ急に遊びたくなり購入 

したファミコンで遊んだり、ひたすらテレビを見て 

います。また、東京で仕事をしている姉のことをと 

ても心配していたのですが、こちらが心配していることなど露知らず、のんきに猫をベ

ランダで遊ばせている動画が携帯電話に送られてきました。どうやらほぼ在宅勤務にな   

             り、元気な様子で安心しました。猫の動画で癒されたお礼 

             に、姉には元気に麻雀を楽しむ両親の動画を送ってあげま 

             した。きっと姉も癒された（？）ことと思います。 

             改めて考えてみると元々インドアなため、私は普段の休日 

             と変わらない過ごし方をしている気がしますが、このエス 

             ポだよりが発行される頃にはコロナウイルスが落ち着き、 

皆様もいつもと変わりない日常を過ごせていることを願うばかりです。 

 

 

 
 4月の予防行事食週間は、『春の彩り御膳
』でした！山菜やアスパラ・春キャベツなど
、旬の食材を使用した料理をお弁当箱に詰め
て提供いたしました！『春らしくて色彩がす
ばらしい。』『どれを食べても美味しい。』
との声をいただき、大変好評でした！！ 

春の彩りご膳 
イースタープレート 

デイケア担当者によるリレーエッセイ 
     今月は・・・言語聴覚士 大芝 瑞希  

お花見弁当 



新入職紹介です 

所属：通所リハビリ・看護師 
氏名：田中 晶子（たなか あきこ） 
出身：上磯郡知内町 
趣味：フットパスを歩くこと。今年は30㎞ 
      のロングパスを目標に楽しみた 
      いです。       
      一言：お一人おひとりに寄り添 
         って安全に安心して過ご 
         して頂けるよう努力を重 
         ねていきたいと思ってい 
         ます。 

所属：ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・作業療法士 
氏名：遠山 榛菜（とおやま はるな） 
出身：札幌市 
趣味：食べ歩き、リラックマのグッズ集め 
      好きなもの：リラックマ 
            辛い食べ物 
            多肉植物 
      一言：いつも前向きに 
         笑顔でがんばり 
         ます！ 

所属：入所３階・介護福祉士 
氏名：本田 昌之（ほんだ まさゆき） 
出身：千歳市 
趣味・特技：アイドル・エアロビクス・水 
      泳・バレーボール 
好きなもの：ラーメン食べ歩き 
一言：介護職について15年目で 
   すが日々勉強になることが 
   多く、これからも自分を 
   見つめ直し皆様のお手伝 
   いをさせて頂きます！ 

所属：入所３階・介護福祉士 
氏名：岡本 奈々（おかもと なな） 
出身：北広島市 
趣味・特技：知らないバンドのライブに行く   
      こと・中国語 
      好きなこと：激辛カレーを無表 
            情で食べる！ 
      一言：爽やかにがんばります！ 
         どうぞよろしくお願いい 
         たします。 
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所属：栄養科・管理栄養士 
氏名：大西 勧奈（おおにし かな） 
出身：札幌市 
趣味：車や電車などの乗り物を見ること 
好きな食べ物：チーズケーキ 
一言：毎日の食事が楽しくなる 
   ように美味しいものを作 
   っていきたいと思います。 
   こんな料理を出して欲し 
   いなどあれば是非教えて 
   ください！ 

所属：通所リハビリ・介護福祉士 
氏名：太田代 春菜（おおたしろ はるな） 
出身：稚内市 
趣味：1歳の息子と多くの時間を過ごすこと 
      ﾜﾀﾜﾀしますが新しい発見もあり 
      楽しいです。 
      好きなこと：好きなｱｰﾃｨｽﾄの音 
            楽や映像を見る。 
      一言：少しでも早く仕事の流れ 
         が覚えられるようにした 
         いと思います！ 

所属：通所リハビリ・介護職員 
氏名：森田 実乃理（もりた みのり） 
出身：千歳市 
趣味：温泉に行くこと 
好きなこと：色々な国の言葉の 
      歌を聴くこと 
     （ｺｰｻ語、ﾘﾝｶﾞﾗ語、 
      ﾆｬﾈｶ語など） 
一言：元気に明るく頑張ります 
   どうぞよろしくお願いい 
   たします！ 



【第２回】特別コラム ～車椅子のお話～ 

介護保険車椅子で求められる３つの機能 

【背張り調整機能】 

 人の背中は緩やかなＳ字カーブを描いています。車椅子の背張り調整機能は、

そのＳ字カーブにある程度フィットさせることができます。円背の方も背張り調

整機能である程度凸部を逃してあげることができます。そうすることにより背中

の設置面が増えて座位保持がしやすくなります。介護保険レンタルできる車椅子

のほとんどは背張り調整機能がついています。 

 

【足台開閉着脱機能】 
 移乗《乗り移り動作》する時に足元は１番気になるところです。開閉着脱機能

とは、足台が車椅子から外れる機能です。そうすることによって足元のスペース

が大きくなり有効に使うことができます。例えば、車椅子とベッドをもっと近づ

けることができます。例えば、介助者が移乗《乗り移り動作》の手伝いをする時

に自分の足の位置をさほど気にしなくてよくなります。また、介助される方が乗

り移りの時に足元に傷をつくってしまうことも少なくなります。 

 

【肘当て跳ね上げ機能】 

 車椅子には座った時に腕を乗せる肘当てがあります。立ち上がることができる

方なら問題ないですが、足に障害のある方が乗り移りの時に邪魔になるのが肘当

てです。跳ね上げ機能とは横からみると肘当てが、背中の辺りの支点を中心に円

を描くように邪魔しない場所に移動する機能です。そうすることで、移乗時にお

尻が肘当てに当たることを最小限に抑えることができます。介護保険レンタル車

椅子にはほとんど備わっている機能ですが、実は気づいてもらえないことが多い

のです。 

 

車椅子には上記の３つ以外にもたくさん機能が 

ついていますが、オーダーメイド車椅子を製作 

する時には、付けて欲しいと言われる機能が、 

上記の３点となることをご留意ください。 
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 最初のほうでもお話ししましたが、その車椅子を使用するのが短時間の限定

的なのか、座位保持機能を持った一定時間以上の使用なのかによります。もし

、月に数回の通院や、週に一回の家族との買い物などの利用であれば、軽くて

コンパクトな介助型で良いと考えます。しかも人気No.1の背張り調整機能で

さえいらないかもしれません。機能が付けば付くほど車椅子は必然的に重くな

っていきます。もし、座位保持が困難な方が毎日一定時間以上の使用であれば

、リクライニングティルト機能が付いている車椅子を選定する必要があると思

います。座位保持ができるのかと、使用する時間でまず判断します。 

 

 実際には、身体の大きさや障害の状況、どこで利用するのか、家族構成、自

宅の中の間取り状況、福祉用具以外のサービス情報など、様々な情報をもとに

車椅子の選定をします。 

 

 最後に、その車椅子があるおかげで、大切な人と一緒の時間を過ごせるかも

しれません。その車椅子があるおかげで、楽しい時間や思い出をつくることが

できるかもしれません。その人に車椅子を選定するということは、その人の生

活の範囲を広げるということ…、と私は思います。 

車椅子を選ぶ時に考えること 

提供：札幌福祉医療器株式会社 安達弘晃様 

iPhoneだけで 
仕事しています！ 

 

安達様には、先月から２ヶ月続けて車椅子について、さまざまな知識と選ぶ際のポイ

ントを教えて頂きました。当施設には定期的に足を運んでくれていますので、何かご

不明な点や聞いてみたいことがあれば、お気軽にお問合せください。終わりになりま

すが、安達様の経歴についてご紹介致します。 

1975年 札幌生まれ 
1999年 北海道医療大学 看護福祉学部卒業 
     社会福祉士取得 
2000年 統合失調症の方々と珈琲とカレーの店 
     を立ち上げ。その傍ら家具作りを始める 
2001年 インテリアツボタの門を叩き、本格的な 
     椅子作りの修業を開始 
2007年 札幌福祉医療器株式会社入社 
     営業・縫製を担当 現在に至る。 
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 将棋が楽しくなる  ﾐﾆｺﾗﾑ 

 実力制第四代名人升田幸三（図1）の【陣屋事件】につ 

いて取り上げたいと思います。升田は棋士を目指して13 

歳で家出をします。その際に母親が使用していた物差しに 

『この幸三、名人に香車を引いて勝つ･･･』と残します。 

当時名人にハンデ戦を指させるといった屈辱的なシステム 

はなく、現在もありません。プロ入り後の升田最大のライ 

バルは木村義雄（初代永世名人）。常勝将軍といわれ、有 

名な「名人ゴミハエ問答」も、この2人のやりとりです。切磋琢磨していた時代

に王将戦が設けられました。７番勝負で星に3つ差がついた時点で、残りの対局

は香落ちと平手を交互に指す「半香」という特殊ルール（指し込み）が提案され

ます。反対したのは升田。名人の権威を落とす狙いが王将戦にはあるとみます。

しかし木村の「名人が指し込まれる訳ねぇよ」の一言で採用。タイトル戦に昇格

した昭和26年第一期王将戦は木村王将・名人対挑戦者升田となります。5戦を

終えた時点で升田の4勝1敗。第6戦は幼き日に夢見た、名人との香落ち戦です

。ところが当日対局場の旅館陣屋に升田は現れません。「旅館の対応が不満だっ

た」とし、帰ったとの事。結局そのまま不戦敗。将棋連盟は事を重く受け止め、

升田は1年間出場停止・王将剥奪・連盟理事は全員が引責辞任と発表します。 

これに待ったをかけたのが木村名人。升田への処分を撤回し理事の辞表を受理し

ないとしました。升田は木村名人を守り、木村は升田を守りました。事件から1

か月後に升田は陣屋を訪れ色紙を残しています 

（図2）。時を経て、第5期王将戦。挑戦者升田の 

相手は弟弟子の大山康晴王将・名人。ここでは3連 

勝したのちに、4戦目の香落ち・5戦目の平手でも 

勝利。6・7戦目は升田が体調不良を理由に不戦敗。 

この体調不良というのも…。その後、昭和40年に 

指し込み制は廃止され、名人に香車を引いて勝った唯一の棋士が升田となります

。数多ある升田幸三伝説の、ほんの一部を紹介しました。                            

                        （記：戸田介護福祉士） 



【肺炎とは】 

   細菌やウイルスなどの病原体が肺に入って感染し、肺に炎症が起こる病気をいいます。 

【肺炎の原因】  

  通常、人間の身体に備わっている様々な防御機能が病原体をやっつけるのですが体 

 力が低下しているときや免疫力が低下しているときには防御機能が正常に機能せずに 

 肺炎を発症しやすくなります。 

【肺炎の症状】 

  

 

 

 
  このような症状が1週間以上続いた場合、肺炎が疑われます。たいてい38度以上の 

 高熱が出ますが、熱が出ない場合もあるので注意が必要です。 

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。現在コロナ感染が全国的に広がって

おり不安な日が続いています。そこで今回は「肺
炎の原因」と「予防」について紹介します。 

 

 

～ 肺 炎 予 防 ～ 
①手洗い・うがい・マスク 
 外出時はマスクをして細菌を体内にいれない。帰宅後に手洗い・うがいする。 

②禁煙する 

 たばこを吸い続けると肺が弱り菌に負けてしまい発症しやすくなる。 

③十分な食事と適度な運動 

 偏った食生活、疲労蓄積、ストレス等が長く続くと身体内防御機能が低下し、肺炎

を発症しやすい。 

 

 日常的に、軽い運動を続けておくことも、体力を維持し、免疫力を高めることにつ

ながります。軽い運動を続けていると、食事が進みますし、バランスよく食べられる

ようになります。家の中で可能な限り動く習慣を身に着けておくなど、現在の体力を

落とさず、疲れにくい体づくりを心掛けることが必要です。 

 
 

 

記：松村理学療法士 

1.高熱が続く 2.咳・痰が続く 3.胸が痛い・息苦しい ４.食欲不振 

5.倦怠感   6.悪寒がする  7.頭痛  8.筋肉痛・関節痛 



栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～ 

 皆様こんにちは！今年の4月で4年目になるエスポワール 

3F勤務の介護職員の山本です。気温も上がってきて、過ご 

しやすい季節になってきましたが、今年はコロナの影響も 

あり、外に出ても人通りが少なく季節の変わり目の実感が 

あまり湧かないです。 

 不要不急の外出を避けるということで今、色々な取り組 

みが為されてますがその中でも個人的に推したいのは家の 

中での運動です。外出自粛をうけてインターネットやYou 

tubeに家の中で行える運動がどんどんでてきてます。 

個人的には立ったまま行う腹筋や体幹トレーニング、スク 

ワットなんかが省スペースで行えるので実践しております。 

外で運動が中々出来ない状況ですのでこれを機会にお家で 

の運動を始めてみてはいかがでしょうか？ 

記：大西管理栄養士 

エスポワール職員リレーエッセイ 
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 普段はあまり意識していないかもしれませんが、食べ物を『よく噛んで食べる』
ということは、身体に様々な良い影響を及ぼします。日頃から一口30回を目安に、
よく噛んで食べる習慣をつけましょう。 

《噛むことの4大効果》 

①消化・吸収の向上 

②肥満防止 

③虫歯・歯周病予防 

④脳を活性化 



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 
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編 集 後 記 

 昨年の今頃は誰がこんな世の中になる事
を想像していたでしょか？令和となり日本
はオリンピックモード全開。そして労働者
には働き方改革だったはずが、いま我々に
求められているのは生き方改革。当たり前
が当たり前ではなくなってしまう時代です
が、我々の生業である介護だけはどんな時
代になろうとも、当たり前の事を坦々と当
たり前に行うものでありたいと願います。 
窓越しに、２Fから１Fエントランスに向か
って手すりを使い何とか立ち上がり「元気
か～」という声を聴くたびに心が引き裂か
れる思いをスタッフはしています。 
５月となり施設の中庭に咲く桜は例年と変
わりなく咲いております。その桜の木に手
を合わせる入所者がおりました。 
ただ、願う。 
今の私たちにも、ともにできる来年こそは
・・・。 

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/ 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、５月の生け花教室、書道教室 

 及びその他のボランティア行事は中止させていただきます。 

5月の日程は、18日（月）・25日（月）・27日（水）です。 

理美容室（入所）再開します！ 


