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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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研修のスタイルも様変わり。 

3階フロアでは先月末のハロウィンに向けて、壁面に飾り付けを行いました。今の
入所されている利用者様には、あまり馴染みのない催し物かもしれません。いつの
日も祭りごと、催事、行事、イベント、フェス等、これから何が行われるのか、ド
キドキワクワクしていたものです。施設に暮らしながらもこの飾り付けを観た方た
ちが、そんな楽しい気持ちを少しでも感じて頂けたら幸いです。昨今のコロナ禍に
おかれましては、暗い話題が横行しているように思います。そんな暗い気持ちを吹
き飛ばしてくれますように、3階フロアには守り神 アマビエがいます。アマビエも
ハロウィンバージョンに少しだけバージョンアップし皆様を守ってくださっており
ます。少しでも早い終息を願いながらも、これからの時期にむけてスタッフ一同感
染症予防を徹底し、日々の生活のお手伝いをしていきたいと考えております。また
、家族様におかれましてもインフルエンザなどの感染症を予防し、体調不良等なく
面会に来られる日をお待ちしております。 

インターネットを活用した研修が日常的とな
り、「いつでもどこでも」講義を聴けるよう
になりました。効率的に自主研鑽が図れるこ
とができますが、対面で話が聴ける機会が少
なくなったことに物足りなさも感じます。 

入 所 フ ロ ア 



クローズアップ きたひろしま 
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西部地区の魅力をお伝えする資源マップ。平成29年春に地域で活躍する人たちと話し

合いをおこない、それぞれが暮らしている地域の情報を集めたことが、マップ作りの

きっかけでした。大曲地区の資源マップは、先月のエスポたよりに掲載致しましたが

、今回は『希望ヶ丘～輪厚中央～輪厚～島松～三島～仁別』地区にスポットをあてた

資源マップをご紹介します。以前、地域の人とお話をした際、「輪厚の魅力は何もな

いところ」とおっしゃっていたことがありました。自然豊かな地域ではありますが、

探ってみるとこんなに沢山の資源があることがわかります。この地図を片手に散歩す

るのも面白いかもしれません。皆さまの中で「こんな場所を知ってるよ」という情報

があれば是非教えてください。資源マップをどんどん更新していけたらと思います。 

●お知らせ● 
 11月20日（金）地域助けあい会議 「助けあえーる大曲・西部全体会」が 
 開催されます。参加人数や時間制限など、これまでとは異なる形での開催となり 
 ます。次号のエスポだよりにて当日の様子をご報告致します。 
  



総務課の執筆屋による不定期コラム 
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相談室からこんにちは！ 

先月末、とある利用者様が退所 

され、住み慣れた自宅での生活 

を再開されました。それは老健なんだから・・。 

と思われるかも知れませんが、私が心を動かされた

のはコロナ禍での在宅に帰るまでの過程です。暑い

日に防護服を着て汗だくになりながら介護指導を受

ける息子様。外泊時には可能なかぎり人との接触を

控えお母様を受け入れる準備をする息子様。「出来

る出来ないではなくやってみます。」と言われる息

子様。どこかでコロナ禍なんだからと仕方ないと考

えてしまう自分が相談援助職として改めて襟を正す

エピソードでした。 現時点では不安なく過ごせて

いる、との報告を聞いております。退所に向けて、

様々な不安を軽減できるように、コロナ禍でも出来

る取り組みを続けております。可能性にかけてみた

い方は相談員へ。トコトンお付き合い致します。 

なぜ、鬼滅の刃は人気なのか？ 

アニメを全部見て初めに思ったのはシンプルでわかりやすい内容が老若男女問わず人気
になる一つの要因なのではないかとも思いましたが、記事を書くにあたって考えを巡ら
せてみると他にも人気の理由やそこから学べることがたくさんあるわけです。 

最悪な状況から今できることだけに集中し、達成するための努力を死ぬ気でやる。 

成し遂げたい目標に向かって努力している姿というのは心が動かされ、応援したくなる
ものですよね。そういう描写が描かれていることも鬼滅ファンを増やしている要因だと
思います。また、主人公の炭治郎は、自分でコントロールできることだけについて努力
をします。自分でコントロールできないことに関してはあっさり諦めます。 
「そんなこと当たり前じゃないか」と思う人もいると思いますが、自分ではどうするこ
ともできないことなのにそれに執着してしまう人や間違った努力をしてしまう人は結構
いるのではないでしょうか。自分で選択し進めてきたことは正当化しがちで、その判断
が誤っていたとしても今までの努力が勿体無い気がしてそのまま突き進んでいくことも
あると思います。しかし時々立ち止まり本当に正しいことなのか考え、別の道を選択し
ても良いのではないでしょうか。そうすれば自分にとって何が一番大事なことなのか、
人生をかけてやるべきことが何なのかが明確になっていくのではないでしょうか。 
希望の華よ咲き誇れ！運命を照らして。         事務（コラムニスト）佐藤 
 
 



介護フロアでは、１０月３１日にちょっとしたハロウィンを楽しむ機会として、カボチ
ャのお面をつけた職員とじゃんけんをして勝ったらおやつをゲット！というレクを行い
ました♪勝敗は・・五分五分と勝っても負けても大盛り上がりとなりました(笑い) 
 
 
また、今年最後の収穫として、サツマイモを掘った際に、写真にもあるようにこんなに
も大きなサツマイモが収穫できました。大きいのはラグビーボールほどの大きさがあり
皆さん驚かれていました。 
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皆さまこんにちは♪１１月に入り北海道でのコロナ感染者が急増してきており、我々も
含め皆さまも不安な日々をお過ごしかと思います。デイケアでは感染予防の徹底にさら
に力を入れてきますので、皆様のご理解ご協力を再度お願いしたいと思います。 
 
さて、今月は予防の恒例行事！ 
リハビリ職員との脳トレーニング、頭を使いながら身体を動かす少し難易度高めのステ
ップに挑戦です。今回も、身体機能の維持・向上だけではなく、脳を活性化する目的と
して楽しく行いました♪参加した利用者様からは、「難しかったが最後までできた！」
と、喜びの声が聞かれました。達成感が今後のリハビリの意欲へと繋がることでしょう
。 

デ イ フ ロ ア 



それゆけ！きぼう ～輪厚からシアワセ届けます～ 

はじめまして、8月からエスポワール北広島でリハビリスタッフとして働い 
ています理学療法士の中里春香です。まだまだわからないことが多くあり、 
皆様にご迷惑をおかけすることが多々あると思いますが、よろしく 
お願い致します。 
 
私の出身は北海道の静内という場所です。静内は二十間道路の桜 
並木と競走馬が有名です。二十間道路の桜は見たことある方や知 
っている方がいるかもしれませんが、春の時期になるととても綺 
麗です！7キロの直線道路に約3000本の桜が咲いています！地元 
の人もよく見にいきます。桜はすぐに散ってしまうのでタイミン 
グが難しいですがとてもきれいですよね！ 
 
もうひとつ、静内は競走馬の産地です。有名な馬がたくさんいま 
す！日高地方は濃霧発生地帯で火山灰地が厚く被覆していて農業 
では畜産に適していたらしく、馬産地になったそうです。夏は涼 
しく冬は雪が少ないのでとても過ごしやすい地域でした。私は今 
札幌に住んでいるのです、雪の量にはまだ慣れません…。これか 
ら冬がやってきますが、しっかりご飯を食べて暖かくして風邪を 
ひかない様に皆さんもきをつけてくださいね。 
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栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～ 

記：大西管理栄養士 

デイケア担当者によるリレーエッセイ 
   今月は・・理学療法士 中里春香 

～作り方～ 
①エリンギは一口大、えのき茸は石づきを取って
半分に切る（えのき茸の代わりに、ぶなしめじや
舞茸などでも可）。 
②耐熱容器に①と★の調味料を全て入れ、600Ｗ
の電子レンジで2分加熱する。 
③白ごまをたっぷり入れて、全体に混ぜたら完成
です。 

～材料～ 
・エリンギ   1Ｐ 
・えのき茸   1Ｐ 
★醤油     大匙2 
★酒      小匙3 
★砂糖     小匙2 
★ゴマ油    小匙2 
・白ゴマ    たっぷりと 

きのこは、どの種類も100gで20kcal前後と、非常に
低カロリー。そのうえ食物繊維たっぷりで食べごたえが
あるため、ダイエット中にもうれしい食材ですね。 



【転倒の原因】 

 ・転倒の原因は大きく外的要因と内的要因に分かれます。 

（外的要因） 

 ・生活環境が原因で転倒がおきること 

 →段差に躓いたりや風呂場で滑ったりして転倒する事。 
（内的要因） 

 ・身体の影響により転倒がおきること 

 →筋力低下や心肺機能低下や歩行障害. 病気や服薬（薬の副作用）等 
 

【転倒がおきやすい場所】 

 1.段差がある場所 
 →敷居などの小さい段差に躓きやすい。気づきにくいためおこりやすい。 

 2.片付いていない場所 

 →床に落ちている新聞紙等に滑ったり、電気コードに引っかかっておこる。 
 3.暗い場所 

 →足もとが見えにくく、視野も狭くなるため転倒しやすい。 

 4.濡れている場所 
 →台所や風呂場などは滑りやすい。 

 

【転倒予防】 

・日頃から運動をして筋力が低下しないようにするのも必要ですがすぐにでも 

   行えることがあります。 それは環境整備を行うことです。 

  
【簡単に行える環境整備】 

・明るい照明に変える ・床や階段に物を置かない ・電気コードをまとめる 

・家具を動かないように固定する ・バスマット、玄関マットを変える・・等 
 自宅内をリフォ‐ムする事は簡単ではなくすごいお金もかかると 

  思いますので簡単にできる方法を紹介しましたので、ぜひ参考に 

  してみてください。 

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。寒い時期になり外出する頻度も減り自宅内で生活する事

が多くなっていると思います。そこで、今回は「転倒する原

因」と「予防」について紹介します。 
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SHOJINKAI PRIDE 仕事の魅力、法人の魅力とは 

先月から始まった新コーナーです。まだ始まったばかりで反響は特にありませんが、翔仁会の 

魅力と、私たちの仕事のやりがいについて、細々と発信していきたいと思います。今現在、仕 

事を探している方の目に留まったならば、ぜひ参考にしてください！ 

以下、4つの質問に対して回答しております。 

質問：①翔仁会を選んだ理由。②仕事をしていて嬉しかったこと。③今後の目標。④ひとこと 

  
①病院・老健等が併設されているため、退院・退所後の生活     
 を支援することができ、利用者さん一人ひとりとしっかり  
 向き合うことができると思ったから 
②「〇〇さんがいると安心する」と頼りにされたときやでき 
 ることが増えたとき。 
③利用者さんの想いに寄り添いながら、日々の生活が豊かに 
 なるようなリハビリをできるようになる。 
④利用者さんの悩みや目標に対して、的確なリハビリや支援 
 ができるように、日々勉強し頑張ります！よろしくお願い 
 します！ 

作業療法士 Ｔさん 

①地域にかかわる仕事をしたいと思っていて、翔仁会 
 では地域の方とかかわる仕事も行っているため求人 
 に応募しました！ 
②利用者や地域の方に相談してよかった、と安心して 
 もらったとき。地域の方と一緒に活動をして形にな 
 ったとき。自分が逆に励まされ元気をもらえたとき。 
③地域の方に困ったらこの人に相談してみようと思わ 
 れるようになることです。また、そのためにいろい 
 ろな知識や技術を学んでいきたいです！ 
④にし高齢者支援センターは、高齢者や地域の方の相 
 談を受けるところです。何か困りごとがありました 
 らお電話ください！ 

社会福祉士 

工藤健一さん  

次号もお楽しみに！ 



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 

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。 

11月11日（水)・11月25日（水） 

理美容室（入所） 

早いもので今年も11月と12月のみ
を残すだけとなってしまいました。
今年は、コロナの影響で様々な普段
の生活への影響が出る年となりまし
たね。 
年末年始については、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、休暇の
延長や分散などの案が話題となって
います。「嬉しい」「そんなに仕事
を休めない」「３連休を多く欲しい
」など様々な声があるようです。 
皆様、秋から冬に切り替わる季節で
もありますので、コロナにも風邪に
もならずに、今年を乗り切りましょ
う。 


