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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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翔仁会夏祭り ～2016～ 
 翔仁会の夏祭りは、皆
様のご協力あってのお祭
です。当日まで各フロア
の利用者様を始め、病院
の患者様   にも会場
内の飾り    つけに 
必要       なも 
のを       手作
りし       て頂
きま       す。 
当日      の午前
中に一斉に  飾り付け 
を開始致します。今年は
エスポワールでは利用者
様と職員による「祭」を 
書き飾り付け致しまし
た・・・。久々に持つ筆
に一発勝負のアジが伺え
ます。 
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栄養科通信 
～食はココロ～ 

柿を使った簡単レシピを大公開！！ 

  
            

千恵美の○場放浪記！ 

「 ファマーズカフェ 」 
北広島市輪厚５３１番地７   
          ℡ ０１１ｰ３７７ｰ６６５６ 

 エーデルワイスファーム直営のカフェ。ベーコンド

ン丼・ベーコンの野菜炒め・生ハムサラダ等 自家製

ベーコン・ハムを使った料理美味でした。 

『柿が赤くなれば医者が青くなる』と言われるほど、柿の栄養価は優れています。特に
柿にはビタミンⅭが豊富で、お肌のシミ・そばかす・シワ・たるみ予防などの美肌効果
が期待できます。実が硬めで、ヘタが緑色でしっかりついているものを選ぶのがオスス
メです。 

 今 月 の  1 枚！! 

 材料（２人分） 
柿   1/4個   インゲン 20ｇ   しめじ 15ｇ     
豆腐  1/3丁  すりごま  大さじ1   
醤油  小さじ1  砂糖    小さじ1 
  
作り方 
①豆腐をザルに入れ、水切りする。 
②柿を一口大に切る。インゲン・しめじは食べやすい   
大きさに切り、茹でて水気を切っておく。 
③①の豆腐を荒く潰し、すりごま・醤油・砂糖を入れ
て混ぜ、②を入れて混ぜ合わせれば出来上がり！！ 
  

～柿の白和え～ 

 先月号でもお伝えしましたが、施設横に新し

い駐車場が完成しました。今まで駐車スペース

が少なく皆様にはご不便をおかけ致しましたが 

これからは施設前と施設横の広い駐車場をぜひ 

ご利用ください！！ 

 

 

 

 



リハビリ通信 
文責：中村拓雄 

～台風（気圧の変化）と体調～   
  「季節の変わり目になると体調が悪くなる」とか、 
 「台風が来たり、天気が悪くなると○○が痛む」なんて 
 経験はありませんか？ 
 それは、気圧の変化によって生じていると言われています。 
 
Ⅰ．低気圧で痛みがでるメカニズム 
 ・「膝が痛み出したら明日は雨かもしれない」と私もよく耳にしますが、低気圧が   
  近付く（=悪天候になるおそれがある）、気温が下がることがこの現象の原因 
  と考えられています。 
   気圧の変化に伴う体調不良や痛みのほとんどは自律神経の状態に起因す  
  ると考えられています。 
   自律神経の役目である、「外部の環境に身体を適応させる」ことが、気圧な 
  どが変化した時にも生じます。しかし、自律神経の調整がその変化に少しつ 
  追いついているなら、それほど大きな不調にはなりませんが、追いつかないも 
  しくは行きすぎてしまった時に「不調」と感じます。 
   自律神経は、こういった変化に対して「副交感神経」を優位に働かせ、身体   
  を「休息モード」に切替えます。この時、「血圧・血糖・心拍低下」、「疲労感、 
  意欲低下」、「分泌・排泄機能活性化」、「食欲増加、消化吸収促進」、 
  「心身のリラックス」状態になります。 
   低気圧になると「怠い」、「眠い」、「疲れる」という症状を感じるのはこのため 
  です。  しかし、台風の接近のように急激に気圧が低下し始めると、副交感 
  神経の急な調整が行きすぎて、「不調」と感じるほどになってしまいます。 
   気圧の変化に伴い、細胞内の水分が細胞外に向かって膨張することで浮腫 
  を生じたり、血管が拡張して血圧が下がると考えられています。 
   また、頭の血管が膨張すれば頭痛、喉の血管が膨張すれば気道が腫れて 
  喘息という症状にも繋がります。 
 
 Ⅱ．対処のポイント 
 ・このように、低気圧による不調の多くは自律神経による調節が追いつかない 
  ことが原因と言われています。 
  さらに、外部環境の変化に加え、内部環境（自分自身の心身状況）の影響も 
  加わるとより一層「不調」を感じる可能性があります。 
 ・例えば、更年期、冷え性、不規則な生活習慣など改善の可否は有りますが、 
  ある程度対処する術のある内部環境もあるため、その点に注意することが 
  出来れば、悪天候時などの「不調」は軽減するかもしれません。 
 

～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10月24日（月） 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。 
 

                 



 ８月20日（土）に翔仁会合同夏祭りが開催されました。法人内の保育所の

子ども達によるステージは、思わず笑みがこぼれました。その後の「民謡ポプ

ラ会」様による演奏も、軽快なトークによる進行で、会場に一体感がありまし

た。ステージの最後には、「北海盆踊り」を生演奏して頂き、参加者・職員と

もども、会場内を練り歩きました。 

 焼き鳥やクレープ、かき氷等を食べながら、参加して頂いた方には、オリジ

ナル手拭も配布し、いつもとは違う雰囲気を楽しんで頂けたのではないでしょ

うか。 

 来年も開催いたしますので、ぜひ、ご参加下さい。(吉田） 



 スイカは中は黄色かな？赤かな？って、赤でしたぁ。 
今年もこんなに収穫しました！とうきび枝豆スイカ！とうもろこしの 
皮むき、枝豆の枝から採る作業を皆さんに手伝って頂きました。 
大人数で作業すると早いし、奥様たちの手際の良さに脱帽！「手のリハ 
ビリにもなるね。」と談笑されながら行われていました。 

 予防では、8/16.17.18の３日間 脳活性化 ○×ゲーム！！ 
 現代に関する事から、懐かしい昭和の問題など、答えは○か×かどっちかな？ 
 札を上げて下さい。答え合わせは皆様と話し合いながら行いました。 
 楽しんで頂けたでしょうか？難問ありながらも皆様７割以上の正解でした。 



   8月の予防行事食週間は、『夏の彩り御膳』を実施いたしました！ズッキーニやトマト・ 

茄子など、季節の野菜をふんだんに使用した料理を、二段のお弁当箱に彩り良く詰めて

提供いたしました！！ 

 ８月はバーベキューメニューをお届けしました！ 

初日天気は雨空でしたが、２日目からは晴れバーベキュー日和。鉄板で焼きたての 

ジンギスカンや焼き鳥、ホタテのバター焼きや鮭のホイル焼き、おにぎりにデザートは 

スイカ・・・など、皆さま楽しんでいただきました。 

行事食週間最終日は、夏祭りの日ということで、ちらし寿司をご用意しました。 

【バーベキュー】 【ちらし寿司】 

【夏の彩り御膳】 



相談室よりこんにちは Vol. 号外 

   エスポーツクラブ開催！！ 
 

地域の声に耳を傾けて 

 
 

 
 
  
       
          

 過日、某会議にてこんな声を耳にしました。 

「孫も大きくなったらジジイの所には来る事もめっきり減って誕生日だ
クリスマスだお正月だって、そんな時だけ風来坊の様に現れるよ。最
近は病気になる前に予防だ予防だって聴くから時間さあれば総合体
育館にいってるさ。家じゃ居場所すらないし暇してたらボケたらかみ
さんにも捨てられてしまうからね・・・」とある男性７５歳位？。 
 運動？？エスポで何か出来るんじゃないかと有志が立ち上がりま
した・・・・。 

  
 

運動不足にお悩みの方
（年齢は問いません。） 
 
１０月１０日１０時１０分 
ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ北広島へ！！ 
 
上靴のみ持参され動き
やすい服装にてお越しく
ださい。 
   
※詳細はコチラ → 
受け付けでも配付してます。 

 
 

 



行 事 案 内  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

～身体は大きく心は優しく！ 
        目指せベッカム？古い？～ 

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 

 

 

 

  入所３階フロアの今野です。 
先日、５歳になる息子が２４時間テレビを
見ていて、行きたいと言うのでＳＴＶの本社
まで行ってきました。会場は大勢のお客さ
んでにぎわっており大盛況でした。 
日ハムが好きなうちの子はホールに入る
なり、「あの人稲葉選手？稲葉選手？」と
何度も言っていました。ホールを出た後、
募金箱を見るなり募金したいと訴え、「地
震の大変なとこ良くなる？」と言っていまし
た。このままやさしい子に育ってくれたらい
いなと願っているパパでした。 
写真はＳＴＶホールで撮ったものと、サッ
カー選手になりたいうちの子です。 

9/  3  （土）13：00～14：00  生け花教室  （入所者）                  2Fフロア  

9/  7  （水）13：30～14：30  書道教室  （入所者）                    2Fフロア       

9/13  （火）12：30～13：10  手芸サークル（予防通所者）       1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ 

9/13  （火）14：00～14：55  歌声サロン（入所者）             3Fフロア 

9/17  （土）13：00～14：00  生け花教室  （入所者）                2Fフロア 

9/21  （水）13：30～14: 30    書道教室 （入所者）               2Fフロア 

 

 


