
エ ス ポ だ よ り 

第221号 平成28年8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 
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美味しいさくらんぼ♪ 

２Fフロアより・・・ 

7月11日～15日、今年もサクランボ狩りに砥山果樹園へ行って参りました。 
 なかなか暖かくならないのでその実りも気にしておりましたが、今年は天候
にも恵まれ計15名の利用者様と5名のご家族様にご参加頂きました。 
普段なかなか外に出る事の少ない利用者様もこの日ばかりは自然いっぱいマイ
ナスイオンいっぱいの中でサクランボ狩りを満喫しておりました。 
 二組のご夫婦での参加もあり、その光景はみているこちらが何か照れる感じ
が致しました。 
私もいくつになってもサクランボの様に対になっていられる様に早く最愛の
パートナーを見つけなければと思いました。お後が宜しいようで・・・。 
 

夫婦 
仲むつまじく 



栄養科通信 
～食はココロ～ 

夏バテ予防の食事のポイント！！ 

  
            

千恵美の○場放浪記！ 

「 アルトラーチェ 」 
北広島市西の里７９８番地５   
          ℡ ０１１ｰ３７４ｰ３６３６ 

 色とりどりのジェラート・・幻の苺さとほろのジェ

ラートとヨーグルトとマンゴーのダブルです。 

焼き菓子もありＥＸＩＬＥ男組も来店された様です。 

①食事は質より量を考えて摂りましょう。 
1日3食、良質のたんぱく質（卵・肉・魚・牛乳など）ビタミン（野菜・果
物など）、ミネラル（海藻など）をバランスよく摂ることが大切です。 
 ②香辛料を上手に使って食欲増進。 

生姜やわさびなどの香辛料や、しそ・みょうがなどの香味野菜は食
欲を増進します。 
 ③冷たいものの摂りすぎに注意。 

清涼飲料水やアイスの摂りすぎは、胃液の分泌が落ち、食欲低下
の原因になることもあるのでほどほどに。 
 ④クエン酸で疲労回復。 

クエン酸（レモン・オレンジ・梅干しなど）は、疲労の原因となる乳酸を
排出する機能がある為、積極的に熱中症は、気温が高くなる夏場
に起こりやすく、めまいや頭痛・意識障害などの症状が起きた
り、時には命に関わることも…。あらかじめ予防方法を知って
おき、熱中症から身を守りましょう！！ 

 今 月 の 2 枚！! 

 皆様より、

また何か施設

が出来るんで

すか？渡り廊

下で繋がるの

ですかと質問

されますが。 

私も日ハムの

球場と思った

のですが正解

は駐車場です。 

大型バスでの

ご面会も可能

となります

（笑） 

だるい、疲れや
すい、食欲がわ
かない…夏にな
るとそんな夏バ
テの症状に悩む
方も多いと思い
ます。体力を消
耗する夏こそ、
バランスの良い
食生活を心がけ
て、暑い夏を元
気に乗り切りま
しょう！！ 



リハビリ通信 
文責：中村拓雄 

～熱中症とその予防…～   
 熱中症とは、熱に中る（あたる）という意味で、暑熱環境によって生じる障害の
総称です。 
通常，生物の身体の中では，産熱と放熱のバランスがとれています．しかし，何
かの原因によりそのバランスが崩れた時，熱中症が起こります． 
 
2011年の研究では，男性で60～80歳頃に，女性では70～80歳頃に熱中症発症
のピークがあるようで，一般的に，身体の機能の低下している高齢者は，より症
状が重篤になり易いと言われています． 
それは，高齢になると体内の水分割合が減少することに加え，高齢になるに連れ
“暑さ”や“喉の渇き”を感じ難く、水分を十分に摂ることが難しくなることが原因だ
と言われています． 
 
【熱中症の種類】 
Ⅰ．熱失神  （特徴：めまい，一時的な失神，顔面蒼白） 
⇒皮膚血管の拡張によって血圧が低下、脳血流が減少することで起こる。 
Ⅱ．熱痙攣  （特徴：筋肉痛，手足がつる，筋肉が痙攣する） 
⇒大量に汗をかき、血中ナトリウム濃度が低下した時、筋肉に痛みを伴った痙攣
が起こる。 
Ⅲ．熱疲労  （特徴：全身倦怠感，悪心・嘔吐，頭痛，集中力や判断力の低下） 
⇒大量に汗をかき、水分の補給が追いつかず、身体が脱水状態になり熱疲労の
症状があらわれる。 
Ⅳ．熱射病  （特徴：高体温，意識障害，言動が不自然，ふらつく） 
⇒体温上昇の為，中枢機能に異常をきたした状態。 
 
【室内環境に注意！】 
高齢者の熱中症の特徴として、室内で多く発生していることが挙げられます。部
屋の温度が上がらないように工夫すると共に、こまめに温度を確認するようにし
ましょう。 
また、喉の渇きを感じにくい為、適度な間隔での水分補給も必要です。 
 
【高齢者の熱中症を防ぐポイント！】 
 ・こまめな水分補給 
 ・室温の管理・測定 
 ・涼しい服装・室内環境に設定する 
 ・緊急時の連絡先を確認する 
 

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 



事務所よりお知らせ 
文責：渋谷 

～イトーヨーカードー   

 
 残暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き
立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。さて、この度、イトーヨーカドー様
の訪問販売「あんしんお届け便」を開催する運びとなりました。かねてより、当法
人をご利用いただいておりますご利用者様やご家族様、地域での買い物に不便
を感じている方々のお役に立ちたいと考えており、イトーヨーカドー様に再度ご協
力をいただき下記の日程でおこないます。 
訪問販売「あんしんお届け便」は、常温食品（加工食品・飲料・菓子・調味料）、乳
製品（チーズ・ヨーグルトなど）、日用品、衣料品など200～300アイテムの商品を
販売することができる、まさに移動する小さなコンビニです。価格帯はイトーヨー
カドー様の店舗価格となっておりとても経済的です。つきましては、この機会に是
非、ご利用いただければと思います。 

記 
 

日時 平成28年8月25日（木） 12時30分～14時30分 
 
場所 エスポワール北広島1F （施設内で販売します） 
 
支払 現金払い 
（入所者様につきましては預り金、もしくはご家族様対応となります） 

以上 
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。 
 

                 



 7/19～21日の3日間 毎年恒例の「流しそうめん」をデイケア玄関前で行

いました。 

 普段は食が細めの方もつぎつぎと流れてくるそうめんをモリモリ食べられる

姿を見ることができたり、「下の方でそうめんを待ってる人がいるので悪くて

取れない」と遠慮がちの方もおられ、様々でした。毎年好評のスイカ、そうめ

ん以外のプチトマトやフルーツを掴むのに必死で盛り上がってました。今年は

ラーメンが流れてきて驚く方もいましたが、意外と美味しいねと楽しまれてい

ました。（高畑） 



 いつもの午後のレクリエーションの時間、囲碁や麻雀されている方載せ

てみました。最近は暑くてレクでゲームも…そんな日はかき氷！一瞬です

が暑さが和らぎますね。 

 北海道の七夕は８月ですね。今年はこんな短冊飾り？を作って5.6個程

デイケアホールに飾っています。皆さんどんな願いごとをしたのでしょう

か？叶うといいですね。 



 きゅうりは塩もみしたものを皆さんに味見していただき「やっ
ぱり採れたての作物は元気を貰うね」など感想をいただきました。
枝豆、トウモロコシはバーベキューに間に合うかな？順調に育っ
ています。 
 利用者様いつもお手伝いありがとうございます。秋まで引き続
きお願いいたします。 

名前：石田由紀子 
 今月からデイケアホール業務をしています。４月に足寄から
引っ越して来ました。足寄には6年住んでいたので十勝に興味
があったら何でも聞いてくださいね。 

名前：石澤ひろみ 
 趣味は家庭菜園と犬と散歩するこ
とです。最近、体力作りにテニスを
始めました。下手なりに楽しんでい
ます。これから、どうぞ宜しくお願
い致します。 

名前：籾山かおり 
 4月からデイケアで勤務させていただいております。以前は
脳神経外科検査室でクラーク業務をしておりました。何かお困
りの事がありましたらお手伝いをさせて頂きますのでお気軽に
声を掛けて下さいね。 



   “ある日のリハビリ風景をパシャリ!!” 
 

 これはデイケアフロアに散在している「文字カー

ド」を集め、全部揃うと「一つの単語」になるとい

うものです。 

効果は… 

「左側への注意力の向上」 

「選択制注意力の向上」 
（↑例えば…カードを探すだけでなく、車椅子が他のも
のにぶつからないように気を付ける…と言った注意力） 

 このリハビリを行った後、「難しかったけど良かった」、「左側

をどうしても忘れがちになってしまう。これをやると、いつも以上

に意識しないといけないから大変」などの感想が聞かれました。 

 これからも皆様が「やり甲斐」や「効果」を感じるようなリハビ

リを提供していきたいです。（リハビリ 中村） 

並び替えると… 



 ７月の予防行事食週間は、『天ざるセット』と『ぜいたく丼』を提供いたしました！天ざるセット

は、生の更科ゴマそばを使用し、天ぷら盛り合わせ・和え物・おにぎり・果物と盛り沢山な内

容でした！！ぜいたく丼では、牛カルビ丼・豚ヒレソースかつ丼・牛鍋丼を提供して、利用者

様から『豪華だね！』とのお声をいただき、大変好評でした！！ 

 ７月は、流しそうめんを３日間お届けしました！初日は天気が曇りがちで、少し肌寒かったで

すが、最終日には快晴で流しそうめん日和となりました。そうめんに加え、きゅうりやトマトの夏

野菜、果物はスイカやみかん缶など、皆さん大変喜ばれていました。中でも不意に流れてきた

のはそうめん・・・かと思いきやラーメン！こちらも楽しんでいただけたかなと思います。そのほ

かにも、手綱寿司と題しまして、サーモン・きゅうり・錦糸卵を斜めに飾った押し寿司も喜んで

召し上がっていただきました。 

 

【流しそうめん】 【手綱寿司】 

【 ぜいたく丼 ～牛カルビ丼～】 【天ざるセット】 



相談室よりこんにちは Vol. 号外 

ご確認ください。更新の時期です。 
 
介護保険負担割合証 
 （すべてのサービス利用されている方に市役所より
通知が来ます） 

介護保険負担限度額認定証 
 （入所・短期入所療養介護をご利用されており一定
の基準を満たした方。保険者への申請が必要です。） 

 8月1日より適応となります。 
 前年度の所得の状況により負担割合や施設に入所・ショート
ステイを利用される方のお食事・居住費の減免される額が変更
になる事がございます。 
 お手元に保険証が届きましたら施設へご提出をお願い致しま
す。 
 また、まだ申請がお済でない方で該当になる方はお急ぎ申請
をお願い致します。9月1日以降に申請された場合、対象者で
あっても8月分の減免が受けれません。ご注意ください。 
        
          
後期高齢者医療被保険者証 
 

 
 
 対象の方には市役所より保険証が届きます。お手元に保険証
が届きましたら入所サービスをご利用の方は施設へご提出をお
願い致します。 
 
 何か不明な点がございましたら相談員までご連絡下さい。 
       
          



行 事 案 内  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

～バイクに跨る姿は仮面ライダー！～ 

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 

 

 

 

  はじめまして。 
私はエスポワール北広島の３F入所フロア
で勤務している蔭山清美です。 

神奈川県から北海道に移住し、もう少しで
３年となります。 

最初の年は初めての雪道での運転や雪
かきに苦戦し、とても大変でした。 

移住から２年目になり、偶然道の駅でスタ
ンプラリーを目にしたのをきっかけに各地
を廻り始めました。 

家族と休みを合わせて函館、知床など
色々と行っています。 

中でも知床は、そこにしかいない生き物
や植物を見ることで北海道の新たな魅力
を感じています。 

 

8/ 3  （水）13：30～14：30  書道教室 （入所者）                   2Fフロア 

8/ 6  （土）13：00～14：00  生け花教室  （入所者）                   2Fフロア  

8/ 9  （火）14：00～14：55  歌声サロン（入所者）              3Fフロア 

8/20 （土）13：00～14：30  翔仁会 合同夏祭り（参加自由）     1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ 

8/23 （火）14：40～15：35  舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴（入所者・通所者） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ 

8/24 （水）13：30～14：30  書道教室  （入所者）                     2Fフロア       

8/25 （木）12：30～14：30  ﾖｰｶﾄﾞｰ訪問販売（参加自由）         1F売店前 

8/27 （土）13：00～14：00  生け花教室  （入所者）                   2Fフロア 


