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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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新型コロナウィルスの収束を願って 

 2階フロアでは、5月10日に母の日をお祝いする行事を行いました。 

女性の方には、日頃の感謝を込めたカードをプレゼントし、利用者のみなさんにおやつ

と一緒にアイスクリームを召し上がっていただきました。みなさん「おいしい」と喜ん

で召し上がっていました。 

 

入 所 フ ロ ア 

6月1日20時に全国一斉に花火が打ちあがりま
した。今年は各地で開催される花火大会の大半 
が中止となったため、色鮮やかな花火を観れる 
数少ない機会になりました。夜空を照らす花火
が、私たちの希望の光になればと思います。 
 



２ 

通 所 フ ロ ア 
 
 
 皆様こんにちは（＾＾）６月に入り段々と気温が高くなってきましたね。 
北海道の緊急事態宣言も解除となり、学校なども分散登校にて再開するなど、徐々に
ですが日常を取り戻しつつあります。まだまだ油断はできませんが、手洗い・うがい
や、マスク着用、３密を防ぐなどしっかりと感染予防に努めていきましょう。 
 
デイケアでは、５月より毎年恒例の畑作業が始まりました！ 
去年は、スイカや枝豆、カブなど沢山収穫して皆様で食べることが出来ました。 
今年も皆さまに手伝って頂きながら、頑張っていきたいと思います♪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 コロナ感染予防対策について、皆様にはご迷惑お掛けしております。引き続き、朝の

検温と、マスクがある方は極力マスクの着用をお願いいたします。少しでも体調に不安

があったり、熱がある際には利用の自粛をお願いします。 

コロナ対策と、さらにこの時期は食中毒にも気を付けなければいけません。施設への食

べ物の持参もお控えください。宜しくお願いします。 

また、毎年この時期おこなっていた外出行事は中止となります。ご理解ご協力のほど宜

しくお願いします。その代わりに６月におやつ作りおこないます♪７月には、バーベキ

ューを予定していますので,確定次第お知らせいたします♪ 

暑い日が続きますので、皆様体調には十分注意して、水分補給を忘れずに熱中症には気

を付けてお過ごしください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 今月介護では、5月5日の子どもの日に大
人のお子様ランチプレートを用意しました
。ケチャップライスにハンバーグなど、な
かなか家では作る機会も少なくなっている
洋食をメインに提供しました。豪華だねと
見た目も満足してもらえたのではないかと
思います。次回はどんな料理が出てくるの
かお楽しみに！ 

デイケア行事食        のご紹介 
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 皆様こんにちは。介護職員の太田代です。 

4月より入職いたしました。まだまだ不慣れなことも多く、皆様にもご迷惑をお掛けす

ることもあるかと思いますが今後ともよろしくお願い致します。 

 さて、コロナウィルスの流行とともに緊急事態宣言が出されていましたが、やっと解

除になり、外で少し気分転換をしたいと思い近くの公園でピクニックをしました♪ 

木陰に敷物を引きお昼ご飯を食べました。貸し切り状態で1歳になる息子も沢山体を動

かし久々に楽しい時間を過ごせました♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰りには、おまけということでジェラートを食べにいき、暑い日だったので余計に美味

しく感じました。短い北海道の夏ですが、変わらず感染予防にも取り組み、コロナウィ

ルスに負けず楽しく過ごして頂けたらと思います。 

 

 
 5月の予防行事食週間は『世界の料理』で
した！ロシア・スペイン・フランス・中国・
韓国の名物料理を再現して提供いたしました
！中国料理では、手作り餃子を利用者様の目
の前で焼いて、熱々をお出ししました！見た
目も味も良いと、利用者様から大変好評でし
た！ 

スペイン料理 

韓国料理 

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 太田代 春菜  
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 将棋が楽しくなる  ﾐﾆｺﾗﾑ 

 前号紹介した升田幸三との王将戦で、名人でいな 

がら香車を引かされ負けた唯一の棋士。大山康晴に 

ついて今号では取り上げます。そもそも将棋界の名 

人は世襲制でした。1612年江戸幕府から俸禄を与 

えられた初代大橋宗計から数えて13三代目、十三 

世名人関根金次郎が生前に名人を返上。以後は実力 

制となります。名人獲得5期で、永世名人の資格を 

所得。前号で紹介した木村義雄は、実力制に移行し 

て初めての永世名人になりましたが、14代永世名 

人という称号になります。さて、大山康晴の名人獲 

得は13期連続を含む通算18期と抜群の戦績を残し 

ています。タイトル獲得通算は羽生善治の99期に次ぐ80期。大山康晴の現役時

代は、現代よりタイトル数も少ない中での80期は、飛び抜けた存在と言えるで

しょう。第二次世界大戦に、升田らと同様に召集されますが生還。升田は戦地で

食糧難に陥り身体を悪くして帰ってきますが、大山は戦場に赴くことなく終戦を

迎えます。それまで後塵を拝してきた先輩の升田に勝ち始め、昭和27年に29歳

で名人位を獲得。昭和37年の5冠独占。昭和42年にはタイトル戦50戦連続登

場。昭和45年には再び5冠独占と完全に大山康晴一強時代が長期に渡って継続

します。昭和47年度には無冠に転落も、A級で指し続けます。そして平成4年

69歳でA級在籍のまま亡くなりました。 

 さて、前年6月号から連載を続けてきた、このコーナーも、読者の皆様とは一

旦お別れとなります。最初は1コーナーでしたが、現在では1ページ担当させて

頂ける様になりました。これも読者の皆様のお陰であると感謝申し上げます。将

棋とは戦いです。しかし勝敗を超えた向こう側には対等な人間関係があります。

最後に紹介する写真は大山・升田が並んで談笑している所です。世間では宿敵と

言われたこの二人も、一旦勝負を離れればどこまでも兄弟弟子だったのでしょう

。勝負は熱く。人には厚く。立派な人とは、こういう人なのかもしれませんね。                            

                         （記：戸田介護福祉士） 
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にし高齢者支援センターより皆さまへ 

■鈴木りつ子 
『コロナウィルスの影響で、訪問する機会を最小限にしているため、皆さんとお会い出来
ず寂しいです。ここで問題！「使うと増えるものは何でしょう？」答えは、筋肉と笑顔で
す。身体を動かして笑顔でおうち時間を楽しんでください。皆さんとゆっくりお話し出来
る日を楽しみにしています』 
  
■工藤健一 
『４月から支援センターで働いている工藤と申します。６月に入りなんとか仕事にも慣れ
てきましたが失敗も多いです。支援センターからエスポワールに向かうとき、曲がる道を
間違えて迷子になりました。皆様も健康に気を付け、この事態を乗り切りきりましょう』 
  
■佐藤信一郎 
『今まで追われるように仕事をしていましたがが、時間に余裕ができ、家で過ごす時間が
増えたので、初めてぬか漬けを作ってみました。水分が多くなったり、塩分が不足してい
るような気がしたり、ぬか漬けの維持方法がよくわかりません。ご存知の方がいましたら
教えて下さい』 
 
■岡田美奈 
『２月の末ころから地域の集まりができなくなり、時の止まったような日々を過ごしてい
ました。マスクも手に入らないので、母の代から使っているミシンを数年ぶりに引っ張り
出して家族や友人のマスクを作っています。不思議なもので手を動かしていると不安を感
じる暇がないのです。６月から徐々に活動範囲を広げられそうですね。よりいっそう、感
染予防に気をつけて元気に過ごしたいですね』 
 
■田中利香 
『お家時間が増えている中、今は年明けの資格試験合格を目指し、勉学に励んでいます。
年々記憶力が衰える中の試験勉強ですので正直大変ですが、≪今日が一番若い日！≫と思
い頑張っています。皆さんも新しいこと始めてみませんか？』 
 
■高橋正人 
『コロナ太りしないように健康管理に努めております。その一方で酒量は減らないことが
悩みです。2040年になっても元気な高齢者で居られるよう頑張ります』 

コロナウィルスの影響で北広島全体に元気がありません。いつも皆さまからチカラをもらって 
いますので、今度は供給する番です。にし高齢者支援センターからメッセージを発信します。 

左から 

 
田中 
岡田 
鈴木 
佐藤 
工藤 
高橋 

岡田さん手作りマスク 信一郎氏のぬか床 
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相談室からこんにちは！ ～特別編～ 

同法人である輪厚三愛病院の広報誌を 

紹介いたします。『ホスピカインド』と

いうタイトルで定期的に発行しており、

vol.70号となる最新号は病院の中枢を担

う医療相談室を掲載しています。 

患者様やご家族様から『相談すれば何か

に繋がる』と思って頂けるよう、医療相

談室の3名は信念をもって、日々業務に 

取り組んでおります。 

『ホスピカインド』は、翔仁会ホームペ

ージからチェックすることができます。 

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

クローズアップ きたひろしま  

にし高齢者支援センターは地域の相談窓口であるため、 

住民の方からの来所相談に対応する機会が日常的にあり

ます。新型コロナウィルスの感染予防対策として、相談

スペースにビニールシートを設置致しました。他にも、

手洗いの励行、センター内の1日複数回の消毒など、出

来る限りの対策をおこなっております。 

家族支援事業『語りあえーる』に参加しませんか？ 

介護についての悩みを気軽に話してみませんか？ 
介護者の人たちが気軽に集まる機会を設けております。 
6月下旬から順次開催いたします。詳しくはにし高齢者 
支援センターまでお問合せください。☎011-370-3922 



エスポ クラシック  VOL.11 
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平成18年の 
    出来事 

■流行語 
『イナバウアー』 
■1年を象徴する漢字 
『命』 
■国内のできごと 
・駒大苫小牧vs早稲田実業 
・ワンセグ開始 
・地域包括支援センター 
 開設。 

14年前の平成18年7月号をプレイバック。 

父の日ではビールや職員特製の果実酒が振舞われました。他、デイケアではホテルでのラ

ンチバイキングから道の駅を経由…という、贅沢なドライブが実施されました。今後、ア

フターコロナとなった際には、どのような行事が企画されるのか、今から楽しみです。 



リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 
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記：宮本理学療法士 

皆様こんにちは。 

今月は宮本が担当させて頂きます。 

これからは暑い季節になってくることもあり、脱水

症について記載します。脱水症は進行するまで、こ

れといった症状が出にくいのが特徴。脱水症になり

かけているのに、本人や周囲がそれに気がつかない

ため、有効な対策が取れていない状態を「かくれ脱

水」と呼びます。 

たとえば、夏になると夏バテになり、
疲れやすくなったり、食欲が落ちたり
する人もいます。でも、夏バテの背景
には「かくれ脱水」が潜んでいるケー
スも考えられます。 

 

発汗などで体液が減ったり、食欲が落
ちたりして体液が減ると消化管への血
流もダウン。おかげで消化吸収がスム
ーズに進まなくなり、栄養素が取れな
くなり、疲れやすくなります。 

 

そして消化器の血液量が減ると食欲も
減退。食が細くなると、さらに栄養素
が足りなくなりますし、食べ物から水
分と電解質が摂れにくくなるので、体
液が減って一層脱水症に近づくという
悪循環に陥ります。 

脱水症はさまざまな状況で起こり、その前触
れとなる「かくれ脱水」はいつでもどこでも
起こります。なかでも注意したいのは、①屋
内、②夜間、③運転中という３つのシチュエ
ーションです。 
 
①屋内で、マンションのように気密性の高い
集合住宅で、風通しが悪い場合は、かいた汗
が蒸発しにくく、体温が下がりにくいため熱
中症のリスクが上がります。 
 
②夜間も熱中症の危険度が高まります。特に
コンクリート製の住宅では、昼間にコンクリ
ートにこもった熱が夜間に放熱されるため、
気温が上がりやすくなります。それなのに「
夜トイレに起きたくないから」と水分摂取を
控えると、発汗が増えて脱水症になりやすい
のです。 
 
③運転中に熱中症になることもあります。運
転に限らず、熱中症には「物事に“熱中”し
すぎるとリスクが上がる」という側面があり
ます。物事に熱中しすぎると水分補給が疎か
になりやすいからです。 
 
これからの季節は、こまかな水分摂取と、空
気の換気などの対応や、高い気温の時は運動
量や外出を控えるなど工夫して夏を楽しみま
しょう。 



栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～ 

 皆さんこんにちは。3階で勤務している沖田です。そしてサウナーです。 

私は数ヶ月前からサウナに憑りつかれてしまい、コロナの影響でサウナに行けなくな

る前までは「ほのか」や「北のたまゆら」に足しげく通っていました。 

 私がなぜサウナにハマってしまったのかというと、ネプチューンの原田泰造主演の

「サ道」というサウナを題材にしたドラマに出会ってしまったからです。 

 ところで皆さんはサウナ好きの芸能人がテレビで「ととのう」という単語を話して

いるのを聞いたことはあるでしょうか。 

私は単語自体は知っていたものの意味までは知 

りませんでした。サ道では「ととのう」という 

言葉の意味が分かるだけでなく、サウナやとと 

のう事の素晴らしさがこれでもかというほど詰 

め込まれています。少しでも興味が出てしまっ 

たなら是非、「サ道」調べてみてください。 

そしてサウナに入り『あ、サウナいいかも、、、 

』と思ったなら、これであなたもサウナーです。 

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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 間食（おやつ）は、食事だけでは不足しがちな栄養素や水分を補給することがで

きるため、一度にたくさん食べられない方にオススメです。1日のエネルギー量の

10％程度である、100～200Ｋｃａｌを目安に、食事に影響が出ない程度に摂る

とよいでしょう。 

※間食の摂りすぎは、体重増加や生活習慣病の病状を悪化 

 させてしまう原因になってしまいます。間食の時間を決 

 め小皿に盛り付けた分だけ食べるようにしましょう。 

 おすすめの間食 

☆牛乳・乳製品（ヨーグルト・チーズ）→良質なたんぱく質・カルシウムの補給 

☆果物→ビタミン・ミネラル・糖分の補給 

☆おにぎり・サンドイッチ・ふかし芋→エネルギーの補給 



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 

 ６月になり、暖かい季節なってき

ましたがコロナの影響もあり、なか

なか外出する機会がありません。 

 普段ならプロ野球やJリーグを見に

行っている時期でもあますが、コロ

ナの影響により延期になってしまい

ました。ですが、プロ野球は6月１

９日から開幕、サッカーは７月から

再開が決定しました。無観客試合で

迫力はないですがコロナの疲れを少

しでも発散できたらいいですよね！ 

 みなさんも手洗い、うがいを徹底

してコロナに負けずに乗り切りまし

ょう。 

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、当面の間、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。 

6月10日（水）・6月24日（水） 

理美容室（入所） 


