
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。 

当面の間、中止させていただきます。 

再開になりましたら、ご連絡いたしますので何卒ご理解

ご協力をお願いいたします。 

理美容室（入所） 

 今年も一ヶ月を切り何かと忙しい

季節となりました。皆様の今年一年

はどうだったでしょう？コロナ流行

にて自粛や色々なものが中止となり

、今までで最も一年が早く過ぎてい

ったような気がします。 

現在ワクチンが開発されたり、研究

も進められているので、まだまだ通

常通りとはいかないまでも少しでも

今までの『普通・日常』が戻ればい

いなと切に願います。全国的にコロ

ナが増えてきているので、皆様気を

緩めずにしっかりと感染予防をおこ

ない、元気に年を越しましょう♪ 



第270号 令和2年12月発行 

翔 仁 会 グ ル ― プ 
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。 

1 

今年を象徴する漢字は !? 

入 所 フ ロ ア 

2階フロアでは11月15日にタコ焼きパーティを行いました。今回の具材はキャベツ、

長ネギ、しょうが、天かす、そしてメインのタコ！ 

それぞれの機械に皆さん集まり一生懸命焼きました。はじめはなかなか丸くならないこ

ともあったけどどんどん上手に焼けるようになりました。ソースにマヨネーズ、かつお

に青のり。ホールは美味しい香りでいっぱいでした！みんなで作ったタコ焼きはサイコ

ー！あー美味しかった！ 

 

毎年恒例の『今年の漢字』。候補としてあが
っているのが、『密』『蔓』『宅』『鬼』など。 
『鬼』以外はコロナを連想させるものばかり。 
注目の発表は12月12日（土）です。 



クローズアップ きたひろしま 

２ 

11月20日（金）に開催される予定であった、助けあえーる大曲西部全体会は新型 

コロナウィルスが北広島市内で蔓延してきている状況を鑑み、中止致しました。 

地域で暮らす人たちと、関係機関の職員が繋がることのできる貴重な機会であります 

が、開催とならず残念な結果となりました。とはいえ、今年1年皆さまがどのように 

生活をされていたか等、聞き取る機会を思案しております。お聞きした内容について 

このエスポたよりにてご紹介できればとも考えていますので、今後のエスポたよりを

ご期待ください。（にし高齢者支援センター 一同） 

助けあえーる 

大曲西部全体会 

オンライン始めませんか？ 
対面で会話することにも神経を使う今、にし高

齢者支援センターとして、皆さまとお会いでき

る機会が減り、心寂しい日々を送っております

。そうした中、これからを見据えてスマホや 

パソコンを使用し、アプリ「zoom（ズーム）」で皆さまとお話ができればと思って 

おります。手始めとして、11月30日（月）に『虹色の会』を「zoom（ズーム）」 

で開催します。「スマホは持っているけど使い方がわからない」といった悩みを抱え 

ている方については、支援センター職員がしっかりアドバイス致します。実際に体験 

することで、得られる喜びや便利さを一緒に共感していければと思います。上記した 

『虹色の会』の様子は次号で報告致します。 
 

新人社会福祉士による 『ちょっこし役立つニュース』 

自宅の固定電話の防犯対策は万全ですか？ 留守番電話機能のついている電話は、留守

番電話設定にしておけば、電話の相手を確認することが出来るので絶対お勧めです！ 
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SHOJINKAI PRIDE 仕事の魅力、法人の魅力とは 

密かに人気のコーナーです。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 グループホーム時代の先輩からの紹介でした。老健施設は、介護
職の他に多職種がおり、介護の勉強をしていくのであれば老健が良い
と助言をもらいました。また、在宅復帰をどのように行っているのか
知りたかったこと、入所してから自宅までの退所の流れの環境を体験
してみたいと思うようになりエスポで働くことを決めました。紹介し
てくれた先輩が翔仁会で働いてたことも動機としては大きいです。 

② 以前の職場では、医学的な知識に触れる事が少なく、老健で働く
事で様々な知識に触れれたこと。後は、自分の車を持てたことです。 

③ 利用者様との関わりを多くし、できることを見つけてアプローチ
をしていきたいです。業務と並行して行っていくには難しいですが、
フロアの仲間と協力してしていきたいです。また、在宅へ帰る利用者
様との関わりをこれからしていきたいと思っています。 

④ コロナに最大限注意して、利用者様が安心して生活できるように
頑張っていきたいです。 
 

介護福祉士 
R・Tさん 

① 経営理念が「夢」という難しいテーマが掲げられており、そ
れを実現するためにどのような活動をしているか興味をもったか
らです。 

② 自分が携った仕事により現場の方々の負担が軽減され、利用
者様に対してより良いサービスが提供できるようになったときで
す。 

③ 利用者様、ご家族様に対してより良いサービスが提供できる
環境の整備ができればと思っています。 

④ 事務の仕事はルーティンワークがほとんどで、与えられた仕
事に対して深く考えずにこなしているだけだとあっという間に成
長なく過ぎ去ってしまいます。業務の質を向上させることや制度
上問題がないか等を客観的に評価し行動に移せる人や、様々な部
署の人たちと関わるため、コミュニケーション能力に長けた人が
活躍できるポジションだと思います。 

事務 Ｓさん  

次号もお楽しみに！ 



リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 
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●外に出るときは暖かい服装にしましょう。 
●ゴミ出しやコンビニ、屋外で洗濯など、短時間外に出るときでも防寒対策をしましょう。 
●室内だけでなく、トイレやお風呂の脱衣所も暖める。 
●夜間にトイレに立つときは、上着を着用するなどして冷えないようにする。 
●起床してすぐに行動することを避け、ゆっくり過ごし、布団から出ましょう。 
●熱すぎる湯舟は避けましょう。 
●起床時や入浴前後にコップ一杯程度の水分を補給する。 
●入浴前にアルコールは飲まない。 

冬場に気をつけるポイント 

冬に血圧管理が必要なワケ 

そもそも血圧って何？ 

冬の血圧について 

年末年始まで残りわずかとなりましたね。 
皆様お元気にお過ごしください。 
来年もよろしくお願いいたします。 

  

私たちの体は、寒くなると血管を収縮させ、熱の放散を防ぐ仕組みがあります。その際、
血管の収縮に伴って、血圧も上がります。例えば、暖かい室内から急に寒い外に出たりす
ると、血圧は急上昇します。特に、注意したいのが起床時です。寒い日に起床してすぐ布
団から出ると、急激な温度変化によって血圧が急上昇します。他にも、冷え込んだトイレ
、熱い湯船や寒い脱衣所といった温度差が生じやすい場所には注意が必要です。 
また、冷えや水分不足によって血液がドロドロになっていると、血液循環が悪くなり、血
圧が上がりやすくなります。これらも、冬場に心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす要因となり
ます。 

冬らしい寒さが続いてきましたが、体調はいかがですか？冬は気温の低下、空気の乾燥、 
日照時間の減少など、私たちの体にとって厳しい環境になります。中でも、気温が低下 
する冬に影響を受けやすいのが「血圧」です。今回は、冬の血圧管理についてご紹介い 
たします。 

血管の中を流れる血液の勢いが動脈の壁に与える圧力のことを血圧といいます。心臓が全
身に血液を送り出すために収縮したときの血圧が最も高い血圧になり、収縮期血圧（上の
血圧）と呼ばれています。それに対して、全身から戻った血液が心臓内に溜まり、心臓が
拡張しているときの血圧が最も低い血圧になり、拡張期血圧（下の血圧）と呼ばれます。 
血圧は、昼間の活動が多くなると上がり、夜、寝る前には下がるという１日のリズムがあ
ります。一方で、血圧はさまざまな要因によっても変化します。例えば、急激な温度低下
、緊張や興奮、激しい運動、飲み過ぎ、睡眠不足、運転中、排便時、ストレスなどによっ
て、血圧は一時的に高くなります。 



            

３ 

先月初めに毎年恒例となっている、大曲小

学校4年生に向けて、認知症サポーター養 

成講座のお手伝いをしてきました。例年は 

参観日になっていたため、親御さんも多数

参加されていましたが、コロナウィルス予

防のため参観は中止となりました。通常の 

授業ではありましたが、4年生の皆さんは 

真剣に聞き入って下さり、認知症について 

それゆけ！きぼう ～輪厚からシアワセ届けます～ 

勉強しよう！という意欲がヒリヒリと伝

わってきました。体育館を１クラスで使

用するという贅沢な環境でしたが、これ

も新しいスタイルであり、私にとっても 

また一つ良い経験を積まさせてもらうこ 

とができました。（居宅支援相談センターきぼう 高橋） 

 

きぼうのケアマネジャーは 
現在、感染予防対策と 
して、必要な訪問時に 
マスクとフェイスシールドを 
両方使用しております。 

 今年の3月末に面会制限が始まり、6月の一部介助されシールドを挟んでの

異様な光景となった面会。そしてまた11月には面会全面中止。 こんなに長

引くとは予想していなかったかと言われればそうでもないし、かと言って予想

していたかと言えばそれもまた。。 

 長らく、お待たせしました。エスポオンライン面会を開始致します。 

事前予約して頂き、ご自宅と施設を繋ぎます。我々、相談員の今年度の目標に

コロナ禍でのソーシャルワークを考え、実践し、評価すると掲げました。 

なにかその手掛かりが見つかればと思っております。 

普段、お会い出来ない遠方のご家族様（お孫様）にもお知らせ下さい。 

「コロナ禍だから出来た事もある。」 

先日も大曲の地域の方と「zoom」を使ってお話しさせて頂きました。 

こんな時代が来るとは、想像もしておりませんでしたが、新たな可能性も広が

ったと実感しております。 操作方法などが不安な方は、ド○コやY○バ○ル

には劣るかもしれませんが、お互い初めての試みです。不慣れであはあります

が、懇切丁寧にお手伝い致しますので相談員へご連絡下さい。 

                  

相談室からこんにちは！！ 

LINEのQRコード 
です。 

 
登録方法などはホーム
ページでもご案内して

おります。 
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皆さまこんにちは♪今年も残すところ一ヶ月を切りました！ 
12月に入り雪もチラチラと振りはじめきて、あぁ長い北海道の冬が始まるなぁと思う
今日この頃。全国的にコロナ感染が広がっており北広島でもクラスターの発生などコロ
ナがもうすぐそこまで来ているという危機感が強まってきました。 
当デイケアでは、現在コロナ対策として、消毒・検温・換気・マスクの着用など皆様に
ご協力いただきながら感染対策を徹底して行わせていただいています。 
皆様には、ご不便おかけしますが、ご協力とご理解のおかげで現在まで感染なくデイケ
アを運営することができており改めてお礼申し上げます。 
今後寒さが一層強まりますが、室内の換気は継続して行わなければいけないので、暖か
い恰好や羽織るものひざ掛けなど各自でご用意のほうお願いいたします。 
あと一ヶ月感染なく皆様で年を越しましょう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さて、つい先日ホールの飾り付けをおこない、一気にクリスマスムードのフロアとなり
ました♪クリスマスツリーの飾り付けや、折り紙でクリスマスツリーを作成したり、利
用者様が作成してくださったサンタクロースの貼り絵を飾りつけしました♪ 
とても手が凝っており素晴らしい作品となっております♪ 

デ イ フ ロ ア 



 
生活習慣を見直すとともに、日々の食生活にも気をつけていきたいところですね

。体内へ侵入してきたウイルスと闘うには、しっかりと体力をつけておく事が大

切です。栄養たっぷりの食事をとって風邪に負けない体を作りましょう！ 

 

☆食事のＰoｉｎｔ☆ 
 １．良質のたんぱく質（卵・魚介・肉類など）を十分に！ 

    《基礎体力をつけて抵抗力を高めます》 

 ２．緑黄色野菜はたっぷりと摂ろう！ 

    《緑黄色野菜にはのどや鼻などの粘膜を保護するビタミンＡ、 

     免疫力を高めるビタミンＣが豊富です》                               

 ３．あったかメニューで体を冷やさない！ 

   （鍋やおじや、雑炊、うどん、スープがおすすめ） 

    《免疫機能は体を温め血液循環がよくなるほど高まります》 

 

 

それゆけ！きぼう ～輪厚からシアワセ届けます～ 

皆さま初めまして、１０月１６日よりデイケアで勤務することとなりました看護師の廣山琴恵です。 

今までは病院勤務でしたので介護施設での勤務は初めてです。1ヶ月半経ちましたが病院との違いに戸

惑い慣れない事も多い中、利用者様やスタッフの皆さんに声をかけてもらいながら頑張っています。 

こちらで働き始めるまでの数か月は新型コロナウィルスが蔓延していたため家で過ごしていることが多

かったです。 

趣味は読書なのでゆっくりと読書をして過ごしていました。東野圭吾さんや宮部みゆきさんの小説が好

きです。また小物作りが好きな私はコロナ対策のマスクやマスクケース、消毒ケース等を作りました。

買い物袋の有料化が始まった後はエコバックも作りました。 

デイケアでは利用者様の作品が飾ってあり作っている姿を見ることも好きです。 

これからもどうぞよろしくお願い致します。 
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栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～ 

記：川口管理栄養士 

デイケア担当者によるリレーエッセイ 
   今月は・・廣山 琴恵 


