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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 
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・千恵美の○場放浪記 
・職員リレーエッセイ 

今月号の 



 2月3日。鬼は突然ではなく、案内で予告し当日も施設内の放送でご案

内し予定通りの時刻にやってくる予定が、、最近の鬼は時間さえも守ら
ない。（３階から始まり思いのほか皆さんのリアクションが多くて時間が
おしたので仕方ありませんが・・・。） 
師長に一括された事は言うまでもありません。 

利用者様からの手荒い歓迎もありましたが、、家に帰っても鬼役の主任
達。 お疲れさまでした。 

世の中にはいろんな鬼がいますが鬼も恐れる！？ 

渡る世間も鬼ばかり！？ 

 
利用者様より 

「昔わが家の鬼は家
内の役目だった

なー」とか「まいた豆
をつまみに一杯する
のがうまかった」等と
昔を振り返る良い機
会となりました。 

※この写真はフィクションです。いつも優しい師長。怒った所なんて見た事ありません・・・。 



栄養科通信 
～食はココロ～ 

冷え症予防にポカポカ生姜レシピ！！ 

  今月の一枚！ 

  
            

お便りメール承ります・・・【続】 

千恵美の○場放浪記！ 
 「 隠れ家カフェプリムヴェール 」 
北広島市新富町東1丁目4―10 ル・パルクめぐみⅡ 

                   ℡. 011ｰ376ｰ8318 

ランチは魚・肉・パスタの3種類より、デザートまでつ

きます。オルゴールの音色で優雅な一時を・・・。。 

 改修工事に伴い、相談室

が一時的に１Ｆの研修室に

移動しております。 

1週間の限定ですが、起こし

の際はお立ち寄りください。 

 冷え症は手足が冷たいなどの不快な症状だけでなく、代謝が悪くなって老化
が進んだり、太りやすくなることも…。生姜には、血行を良くして体温を高め、
脂質や糖の代謝を促進する効果があります！生姜を食べて体を内側から温めま
しょう！！(*^^)v 

 当施設ではH２８年１月よりお便りメール

便を開始しております。 

メール通信に対するご意見や身近で起こっ

たほっこりする様なエピソードをご紹介頂

きこの紙面で紹介させて頂いたり、入所・

通所されている利用者様へのメールを下記

アドレスにてお預かりしご本人様へお届け

致します。 

  

E-mail: social@shojinkai.or.jp 

～材料～ 
  手羽先  4本  生姜  1かけ  菜の花  6本     
 塩・胡椒   長ネギ  1/2本  酒・ごま油 
～作り方～ 
 ①手羽先は切り込みを入れて塩・胡椒をふり、おろし 
 した生姜をもみ込む。菜の花は根元を落とし、長ネギ 
 は３㎝幅の斜め切りにする。 
 ②鍋で手羽先を両面焼き、焼き目が付いたら酒1/4カ 
 ップ・水４カップ・千切り生姜を加え煮立たせる。 
 ③沸騰したら菜の花を加え、さっと湯通しして取り出 
 しておく。アクを取り、長ネギを入れて１５分煮込む。 
 ④菜の花を戻し入れ、塩・胡椒・ごま油で味を整える。 
 
 
 

管理栄養士： 後藤 由理子 



リハビリ通信 
文責：中村拓雄 

～雪かきについて～   

最近は、沖縄県で観測史上初の積雪を確認したり、関東地方でも降雪のために電車の
ダイヤが乱れたりと、冬期間は何かと問題が発生する季節です。我々北海道民は本州
とは違い、毎年・毎日のように降雪に見舞われ、そして雪かきに負われています。 
 そんな大変な地域に住む皆様に少しアドバイス致します。 
 
1.作業前後に運動を！ 
雪かきを日頃している方ならご存知かと思いますが、雪かきはとても重労働です。重い
雪を運ぼうとして力むと、血圧や脈拍が上昇し心臓を主とする各種器官への負担が増
大します。そのため、身体への軽減するために、作業の前には準備体操をするようにし
ましょう。 
また、作業は寒い中立って行うため、足に血液が溜り、循環動態が悪い状態にありま
す。そのままでいると、足に溜まった血液が心臓などに行き渡らず、貧血の原因となる
ため、作業後の整理運動も行いましょう。 
 
2.寒くない服装を！ 
ここでは2点注意事項があります。1つ目は、外套に水が 
染みないように防水素材のものを着用すること。 
2つ目は、作業中にかいた汗で濡れても体が冷えないように、 
吸水性がよく乾きやすい素材の下着を着用することです。 
 
3.身体全体を使って作業を！ 
腕の力に頼るのではなく、足や腰も使いましょう。 
雪を持ち上げるときは、膝を曲げて足の曲げ伸ばして 
雪を持ち上げるイメージで、スノーダンプを使う時は、 
腰から進むイメージで行うのがポイントです。  
身体を捻るように雪を捨てるのは、腰を痛める原因になるため注意 
が必要です。雪は投げる方向に向かって半身の状態で向き、腰をひね 
らずに捨てるようにしましょう。 
 

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 



デイケア通信 

 利用者様に息子の帽子を編んでもらいまし
た。とても器用で、帽子のふちには飾りを付
けてくれました。ありがとうございます！私
も勉強しますね。（中林） 

 書き上がった作品を廊下に展示させて頂きました。 
先生に採点して頂いた成績はご満足して頂けたでしょうか？ 
また来年も実施していきたいと思いますので、次回はもっと
沢山の方に参加していただきたいです！（安住） 

 年明け一週間、書初めを行ないました。ご利用中に書道をされている方
はもちろんですが、普段書道をされない方にも参加して頂きました！ 



 今年は手作りビンゴで開催しました！皆さん楽しんで頂けましたか？ 
 BINGOで景品が当たった方はおめでとうございました！当たらなかっ
た方は次回に乞う期待！！皆さま今年も1年宜しくお願いいたします。 
                            （柴崎） 



1/26～４日間、肩こり予防体操を実施しま
した！ 
 始める前に皆さんに肩こりはありますか？
と質問したところ、手を挙げたのはほぼス
タッフのみ…。あまり肩こりに悩んでいる方
はおらず、感心してしまいました。 
肩こり予防体操を行っていくと、どんどん肩
まわりがぽかぽかしてきて、気持ちが良かっ
たです！座ったままで簡単に行える体操です
のでみなさんもぜひ体験してほしいです！ 
 



  1月は前半にあつあつ鍋シリーズ、後半にご馳

走どんぶりをご用意させていただきました。 

 鍋はきりたんぽ鍋、石狩鍋、ちゃんこ鍋を召し上

がっていただきましたが、どの味もおいしいと好評

でした。丼ぶりのほうも、海鮮丼、天丼、水戸丼と

黙々と召し上がられている姿が印象的でした。 

 来月は前半に松花堂弁当、後半に「世界の料理」

ということで、少し珍しい各国の料理をご紹介致し

ます。 

【ナポリタンランチプレート】 【中華ランチプレート】 

【塩ちゃんこ鍋】 

  1月の行事食週間は『ワンプレートランチ』を実施いたしました！ 

ナポリタン・ハンバーグ・中華・オムハヤシ・ミートソーススパ・クリームスパのランチプ

レートを日替わりで提供し大変好評でした！！特にハンバーグランチは、「ハンバーグは

久しぶりに食べたけど美味しいね。ソースがいい味だね。」と喜んでいただけました！！ 

 肩こり予防体操に興味がある方は
わかりやすいプリントがあるので、 
スタッフに声を掛けてくださいね！ 



事務所よりお知らせ 

ナースコール及び２Ｆ詰所の移設工事について 

 開設20年を迎え開設当初より使用しておりましたナース

コールが老朽化し２Ｆ・３Ｆのナースコールをそれぞれ新し

いものに交換しております。 

また、同時に２Ｆステーションを現在の相談室のある場所へ

の移設工事も同時に行う運びとなりました。 

 既に施設内の掲示ではお知らせしておりますが1月末より

工事が始まっております。期間中、ご迷惑をお掛け致します

が何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。 

 

 工事期間：平成28年1月21日～ 
         平成28年2月29日（予定） 
      9時～17時まで 

   自動ドアの開閉設定変更について 

 平成28年1月下旬より防寒対策等の為、正面玄関の自動ドアの

開閉設定が変更となりました。扉は内側と外側の２枚ございま

すが１枚ずつしか開かない設定となっております。 

 片側が完全に閉まらないと、もう片側が開きませんので出入

りに少々お時間が掛かってしまいます。お急ぎの方には大変ご

迷惑をお掛け致しますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願

い致します。 



行 事 案 内  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

～武器は若さだけじゃありません～ 

リレーエッセイ 

○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 

 

 

 

 皆さんこんにちは！２Ｆ看護部の木戸ふ
うかです。 私は高校を卒業しエスポワー
ルへ就職し今年の４月で３年目となります。
入社前は介護に関して何も知らず皆さん
に迷惑を掛けるだろう・・と不安な毎日で
した。入社して先輩に言われた事が出来
なかったり時間がもの凄く掛かってしまっ
たり、利用者様の要望に上手く応えられ
なかったりもどかしい毎日でしたが、在宅
へ帰られる方に対して自分が何かしてあ
げられたか、やっと自分を覚えて下さった
のに忘れてほしくないな等たくさんの思い
がめぐる毎日です。これからも嬉しかった
事辛かった事今まで経験してきた事と何
よりも初心を忘れる事なく社会人としてそ
して先月迎えた成人として利用者様の一
助となるよう努めて参りますのでこれから
もよろしくお願い致します (*^。^*) 
 
 

2/ 3  （水）13：30～14：30   書道教室  （入所者）                2Fフロア 

2/ 6  （土）13：00～14：00   生け花教室  （入所者）            2Fフロア 

2/ 15（月）14：00～14：55     カラオケ  （入所者）                  3Fフロア 

2/ 17 （水）13：30～14：30  書道教室  （入所者）                2Fフロア  

2/ 20 （土）13：00～14：00  生け花教室  （入所者）            2Fフロア 

2/ 24 （水）14：00～14：55    お茶会  （入所者・通所者）       1F売店前  

2/ 26 （金）14：40～15：35  舞踊・カラオケ・大正琴（入所者・通所者） 

 

 

 

 

み
な
さ
ん
が
通
る
道
で
す
。 

  

当
然
Ｋ
師
長
だ
っ
て
・・・ 

 


