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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 

・入所フロアから ～節分～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

・栄養課通信 ～食はココロ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

・リハビリより ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

・デイケア通信 ～予防から介護まで～・・・・・・・・・・・・・・・・・５～８ 

・事務所よりお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

・千恵美の○場放浪記 
・職員リレーエッセイ 

今月号の 



 エスポワールには不思議な光景があります。 

ナースコール♪♪（エリーゼのために）が鳴ると職員は一斉にあたりキョロキョロし
て居室の入り口の上の辺りを見渡します。場合によっては反対側の廊下まで駆け
出します。 何故かと言いますと何処の部屋からのナースコールなのかこの段階で
は解らないからなのです。 
そんなアナログなナースコールも役目を終え、新しいものになりました。手元のPHS

でどこの居室からか解るようになりました。まるでブラウン管テレビがわが家にやっ
てきた様な感じです。 一刻も早く皆様の所へ向かい安心と笑顔をお届け致します。 

その１ ナースコール  

開設２０年を節目に改装いろいろ！？ 

その2 詰所と相談員室 お引越し 

 ２Fフロアの詰所と施設ケアマネージャー・支援相談
員のいる相談員室の場所を交換しました。 

フロアの中心に移動した詰所にはカウンターを増設し、
オープンな状況で今まで以上に利用者様の生活の様
子や変化にも対応しやすい環境となりました。 
 一方、相談員室は２Fエレベーターを降りてすぐに皆

様をお迎え致します。相談員室の中に面談室を設けま
した。 

今までと同様、利用者様の万屋として他愛のないお話
しにも来て頂ける様にゆったりとできるコーナーも用意
致しました。  

その3 ショートステイ個室をリニューアル 

 現在、当施設では3床のシュートステイ部屋を（個室）でご用意しております。そ
の3床の居室の壁紙をこの度、変更しました。 

 また、在宅で生活している環境に出来るだけ近づける様に置き型の手摺りを配
置する事も可能です。ご利用される方に合わせてその都度、ベット配置やテレビ
の位置など模様替えをする事で不慣れな施設を少しでも安心してご利用頂ける
様にと思っております。 ご利用につきましては相談員まで・・・(*^_^*) 



栄養科通信 
～食はココロ～ 

減塩を心がけましょう！！ 

  今月の一枚！ 

  
            

千恵美の○場放浪記！ 

お詫び！！ 

 「 しま 」 
北広島市北進町1丁目入船ビル２F 

                   ℡. 080-4040-0022 

当施設においてインフルエンザ罹患者が

発生致しましたため、3月3日から6日まで

面会を制限させて頂きました。 

おかげ様で早い段階で終息へ向かい面会

制限も解除させて頂いております。まだ、

気を抜けない時期は続きますがご面会の

皆様におかれましてもトイレでの手洗い

うがいの遂行をお願い致します。 

           感染対策委員会 

 普段皆様が目にする事の

ないバックヤードです。 

ここが整理整頓されている

からいい仕事が出来る。 

誰か私の机も整理整頓して

ください（涙） 

 厚生労働省による『日本人の食事摂取基準』（2015年版）では、１日の塩分
摂取の目標量が、成人で男性8ｇ未満・女性7ｇ未満と定められています。 
 塩分の過剰摂取は、高血圧や腎疾患・心疾患の原因につながる為、普段の食
事から減塩を心がけることが大切です。 

 ～減塩のポイント～         
①新鮮な食材を選ぶ 
 →素材そのものの風味や旨味で塩分が少なくてすみます 
②酸味や香辛料を活用する 
 →柑橘類や、にんにく・生姜などで味にメリハリがつきます 
③出汁を効かせる 
 →カツオ節や昆布の風味を効かせれば、少量の塩でも美味しく感
じます 
④しょうゆやソースはかけずにつける 
⑤麺類の汁は残す 
 →麺類の塩分は、どんぶり１杯で3～7ｇもあるので注意が必要で
す！ 

管理栄養士： 後藤 由理子 

 日本酒はレア

な田酒・久保田

生搾りたて、刺

身は鯛の湯霜の

刺身・八角の唐

揚げ等々、席も

８席で大人の静

かな呑み処です。 

生山葵のすりた

てが香り立って

います。 



リハビリ通信 
文責：中村拓雄 

～チョコレートの効果～   

先月2月14日は“女性から男性へ”チョコレートを渡して 
想いを伝えるバレンタインデーがありました。 
そして、今月14日は、チョコレートを貰った“男性から 
女性へ“キャンディーを渡して想いを伝えるホワイトデー 
があります。 
バレンタインデーの風習が定着するにつれ、“お返し” 
の風潮が生まれ、マシュマロやクッキー、キャンディーなどをお返しとして渡すホワイト
デーが、昭和55年から始まった様です。 
 
 さて、今月はそんな風潮の中、この時期食べる機会が増える「チョコレートの効果」に
ついてご紹介します。 
 
効果① 血圧が低下する！ 
⇒研究※にて、被験者全員のチョコレートの摂取前と摂取後の最高血圧と最低血圧を 
比較すると、優位に数値が低下していることが分かった。 
上記の理由として、まずチョコレートに含まれるカカオポリフェノールは、小腸で 
吸収され、血管の内部に取り込まれます。カカオポリフェノールは、炎症により狭 
まった血管に作用し、炎症を軽減し血管を拡張させ血圧を下げる効果が期待出来る。 
 
効果② 精神的・肉体的に活動的になる！ 
⇒身体の痛みは全然なく、痛みの為に仕事が妨げられることが全然なかった。 
⇒健康状態が、非常に良い。 
⇒1ヶ月間、いつでも活力に溢れていた。 
⇒1ヶ月間、仕事や普段の生活で、精神的に問題がなかった。 
⇒1ヶ月間、落ち着いていて、穏やかな気分であった。 
などの研究※結果があるようです。 
 
効果③ 体重・BMIは変化しない！ 
⇒研究※にて、被験者全員の体重を測定したところ、チョコレートの摂取前後で、特 
 に体重・BMIに変化は認められなかったようです。 
 
※研究：4週間連続して、カカオ分72%の高カカオポリフェノールチョコレートを25g 
摂取をしても、体重やBMIなどの増加はみられないという結果が出た。 
 
 

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 



デイケアでは毎年恒例の豆まき行事を行ないました。皆さん「鬼は～外、 
福は～内」と元気良く 豆（紅白の玉）を投げ鬼退治。 
 その後は、豆（甘納豆）を召し上がりながら、可愛い（？）鬼達と記念
撮影をして楽しい時間を過されました。 
 立春から始まる1年、北海道は春はもう少し先になりますね。 
 皆さんの1年が健康で幸せな1年でありますように・・・（久保） 

鬼となって帰って来たのでした!!  

エスポ流豆まきのはじまりはじまり～！ 

ある日、町娘は鬼にさらわれ... 
  

むかしむかしあるところに、
美しく心の優しい町娘がおり
ました。 
  





 雪の結晶を折り紙で作り壁や窓に
飾ってみました。 
 春が待ち遠しいですね。 

お誕生日 
  おめでとうございます！！ 
 
いつまでもお元気で 
  通って来てくださいね。 
 
これからも 
  よろしくお願い致します！ 



 ２月は、前半が松花堂弁当、後半は「世界の料理」ということで、３日間に渡ってインド
ネシア・ハワイ・中国の３か所の料理をご用意しました。 
松花堂弁当は、それぞれ豪華だねと喜んでいただけました。中でも、３日目のかつおの
たたきが入っていた時は、「今日はこれが楽しみできたんだよ～！」と嬉しそうな表情が
印象的でした。「世界の料理」は、インドネシア料理のナシゴレンについて「おいしい」「変
わっているけど、たまにはいいね」などたくさんの声がありました。これからも違う国のお
料理を、たくさんご紹介します！ 

 ２月の行事食週間は『アツアツ鍋週間』を実施いたしました！ 
味噌鍋・きりたんぽ鍋・餃子鍋・博多風水炊き鍋・塩ちゃんこ鍋・とろろ鍋と日替わりメ
ニューで、直前に温めてから提供いたしました！利用者様からは『豪華だね』『アツアツで
美味しいね』との声をいただき大変喜んでいただけました！！ 



お知らせ 

○領収書の発行は、引落し日の翌月１０日以降となります。事務処理上、引落し 

 日から発行まで少々お時間をいただきます。お急ぎの方にはご迷惑をお掛け致 

 しますが、ご了承いただきますようお願い致します。 

 例：１月利用分の領収書は３月の発行となります。 

 

○口座振替依頼書にて口座振替をお申し込みされました方の引落し開始について  

 ですが、１０日までにお申し込みいただいた分につきましては、当月分からの 

 引き落としが可能となります。 

 (但し、届け出印や口座番号の内容に不備がありますと、依頼書を再度提出し 

 ていただきますので、当月分からの引落しは出来ません。) 

 

ご不明な点などございましたら、エスポワール北広島 総務課までご連絡下さい。                                   

                    連絡先：０１１―３７６―３９１１ 

 

   

新 入 職 紹 介 

名前：後藤 由理子 

好きなもの：寿司・果物・コーラ 好きな事：旅行・スポーツ観戦 

日課：コタツでまったりすること。最近の目標：運動不足なのでジムに通う。 

一言二言：利用者様に満足して頂けるお食事を提供出来るように頑張ります。

よろしくお願い致します。 

名前：大和田 政喜 

趣味：スポーツ・ゲーム・歌 

 

一言二言：出身は茨城県で去年の夏に北海道へ来ました。ご迷惑を掛ける事

もあるかと思いますが、一生懸命頑張ります。よろしくお願い致します。 

施設利用料の口座振替に伴うお知らせ 



行 事 案 内  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

～元気の秘訣は家族の笑顔～ 

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 

 

 

 

 エスポワールデイケアに勤務してもうす
ぐ3年になります、久保亜由美です。まだ
まだ日々勉強中ですが、楽しく仕事をさせ
て頂き充実した毎日です。 
 家では、育ち盛り＆反抗期の高1、中2
の息子と小3の娘の子育てに奮闘中。一
日8合のご飯を食べる子供たち．．．おか
ずもボリュームたっぷりです。口数の少な
い息子達も食事の時は「うまい!!」と笑顔。
美味しい物の力ってスゴイ!! 
子育ても山あり谷あり、大変な事もありま
すが、その笑顔に元気をもらっています。 
 

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

3/ 5  （土）13：00～14：00   生け花教室  （入所者）            2Fフロア 

3/ 8 （火）13：00～14：20     傾聴ボランティア （入所者）   3Fフロア 

3/ 16 （水）13：30～14：30  書道教室  （入所者）                2Fフロア  

3/ 19 （土）13：00～14：00  生け花教室  （入所者）            2Fフロア 

3/ 22 （火）13：00～14：20    傾聴ボランティア （入所者）      3Fフロア  

3/ 24 （木）14：30～15：30  お茶会（通所者）  悠々デイケアフロア 

 

 

 

 とても３児の母親とは 
思えません・・ 


