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「夢」
(「夢」とは心が満たされることである。)
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今月号の



地域の学生に支えられて。。

11月13日に行われました西部地区高齢者慰安会に参加させて頂
きました。昨年と同様に地域の方とのコラボで、西部地区の地域ケ
ア会議でも話題となっており、最近ではニュースでも多く報道され
ている『高齢者による自動車運転』について身近な問題として考え
られるように、3パターンの家庭で繰り広げられる世間話を寸劇さ
せて頂きました。
年々、高いクオリティーを求められるのか？それを求めるディレク
ター（職員）の問題なのか事前に入念な打ち合わせと読み合わせ黒
子の衣装合わせ等々させて頂きました。その甲斐あってか、当日は
見事な演技でした。（自画自賛？）
その他にも分刻みで小学生の合唱や演奏、舞踊など昼食をはさんで
お昼過ぎまで催し物は続きました。

～西部地区高齢者慰安会～

～天使幼稚園 防災を兼ねて～

1月29日には天使幼稚園のお子様が
防火の呼びかけを兼ねて施設にお越し
いただき歌と踊りを見せて下さいまし
た。
玄孫くらいの子供達に利用者様も囲ま
れて微笑ましい様子でした。「ヤング
マン」を振り付けをしながら歌って下
さりその後は利用者様の横に行き「幸
せなら手を叩こう」を利用者様と一緒
に行いました。帰るころには少し淋し
げな表情を見せたのは勿論、園児では
なく我々です・・・。(*^_^*)



栄養科通信
～食はココロ～

簡単ホウレンソウレシピ！！

千恵美の○場放浪記！

「炭火焼親子丼 忍庵本店 」
北広島市大曲幸町2丁目10-4

070-5065-4105
親子丼専門店。鶏肉はパリパリの炭火焼き

を別皿に盛っています。 牛すじは薄味、柔

らかく臭みもなく食べやすいです。なんと

いっても女性スタッフのみのお店。 (*^_^*)

ほうれん草は、緑黄色野菜の中でも栄養価が高く、鉄の吸収を助けるビタミンＣや、
造血に欠かせない葉酸やビタミンＢ群を含み、貧血予防などに効果的です。冬の露地
物は夏物に比べて甘味が増し、栄養価も高くなります。葉先がピンと張っていて緑が濃
く、茎がしっかりしたものを選ぶと新鮮です。

今 月 の 1 枚！!

★ほうれん草のナムル★
～材料～

・ほうれん草 100ｇ ・おろしにんにく お好みで ・人参 30ｇ
・塩 少々 ・切りのり 2枚 ・白すりごま 大匙1
・ごま油 小匙1 ・鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟの素 小匙1/2

～作り方～

①ほうれん草と人参をレンジで加熱し、かるく水気を切ってから3㎝幅に切る。
②調味料をすべて混ぜ、①と和えたら出来上がり。

子供のせいで？いや、おかげで絵本を読

む事が多い毎日です。 色々な絵本にこの

歳になって出会います。 頭の片隅にかす

かな記憶として残る絵本や名作。自分の幼

少期にはなかったであろう作品。最近では

コーヒー片手に絵本に目を通せる時代です。

そんなお店で深夜

一人で絵本を読む

私。 新しい出会

いがまた、ありま

した。心温まる

作品です。(＠_＠;)



リハビリ通信
文責：中村拓雄

～今一度、杖の確認を！～
時の経過は早いもので、今年もあっという間に師走となりました。
日中でも気温が氷点下になる日も少なくなく、また雪も積もってきました。
子供にとっては「雪合戦」や「ウィンタースポーツ」と楽しみの多い季節かもしれません
が、大人にとっては「雪かき」や「雪道運転」、「凍った路面で転ぶかも知れない…」など
何かと面倒や不安を抱える季節かと思います。
そうした中で、リハビリスタッフとして今一度ご確認頂きたいのが「杖先のゴムの摩耗
具合」と「（杖に取り付ける）アイスピックを取り付けているか」です。

【杖先のゴム】
・一般的にはゴムの底（地面に接する部分）には溝があり、「滑り止め」と「杖をついたと
きの衝撃を柔
らげる」効果があります。
・しかし、長年同じゴムを使用していると、ゴム底が摩耗して溝がない状態になったり、
ひび割れてしまうことがあります。そのようになる前に、定期的にゴムの状態を確認し、
新しい物と交換するようにしましょう。
・ゴムはホームセンターやインターネット上などで購入することができます

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

【アイスピック】
・一本杖の場合、一般的にアイスピックの爪が「1本」、「3本」、「5本」のものがあります。
・「1本爪」は雪上を歩くには向いていますが、氷上を歩くには不向きです。
・「5本爪」は氷上を歩くには向いていますが、雪上（特に湿った雪）を歩く時は、先に雪が
固まったりするので不向きです。
・よって、「3本爪」が1番人気があり無難に使えるかと思います。
・アイスピックもゴム同様にホームセンターやインターネット上などで購入することができ
ます。



11月行事の大運動会は初めて行った行事でもあり皆さんとても楽しく参加し
て頂けました。飴取り競争では、いつもより速いスピードで飴の所に歩いてい
る方や車椅子を自操し飴を取る方、間違えて２個取ってしまう方など、いつも
見られない姿を見ることができました。
最後に師長賞として特別賞３名にメダルと手作りの花束をお渡ししました。

来年もまた開催しようと思いますので楽しみにしていて下さい。 （加藤）

10/31のハローウィンには
ペンギン保育園のかわいいゲ
スト達が来てくれました。利
用者様達のお顔が「かわいい
ね～」と緩みっぱなしでした。
かわいいゲストさん達、又来
てね！皆んなで待ってます！



もう早いもので、12月に入
りましたね～。ホールをクリ
スマスの装飾したり、ツリー
を飾ったりを利用者様と一緒
に行いました。皆さんお疲れ
様でした。
体調など崩さず元気に年越

しを迎えられるよう願ってお
ります。 （今荘）

今年も色々しましたね。農園では初めてのサツマイモを植えたり、車椅
子で畑に入れるよう板を敷いたり・・・皆さんいかがだったでしょうか？
また、来年も新しい野菜、果物に挑戦して行きたいと思っておりますの

で、リクエストなどあれば声をかけて下さい！ （安住）



手芸サークルの皆さんと、今年最後の作品を真
剣に手作りしました。
奥様へのお土産にと静まりかえるほどの集中力！

見事でした（笑）

今年最後の脳トレは踏み台昇降しながらのしりとり！！
普段の生活の中でやりそうでやらないしりとりに奮闘していました。

体も頭も使い、笑いもありの脳トﾚは刺激になり楽しみながら終えるこ
とができました。



11月は前半が「ご当地料理」、

後半が「季節のお重シリーズ」で

した！

ご当地料理は富良野のオムカ

レーや、大阪の串カツなどを日替

わりで楽しんでいただきました。

「串料理なんて珍しいね～おいし

いよ」と喜んでくださった姿が印

象的でした。お重シリーズは見た

目にも豪華だね、と笑顔で召し上

がっていただきました。来月は寒

い季節にはうれしいお鍋が登場し

ますので、ぜひお楽しみに！

11月の予防行事食週間は『ぜ

いたくどんぶり』を実施いたしま

した！

ホタテ丼、えび天丼、ヒレカツ丼、

牛鍋丼、海鮮丼、ネギトロ丼を日

替わりで提供いたしました！利用

者様からは『豪華だね！どれも美

味しいね！』との声をいただき、

大変好評でした！！

【大阪名物・串カツ】

【季節のお重シリーズ】

【ヒレカツ丼】

【海鮮丼】



相談室よりこんにちは Vol.号外

挑戦は続く ！！

エスポワール北広島が在宅強
化型老健として機能してから1年
が経過しました。
今年も54名の方を住み慣れた
地域へそして新しく生活の始まる
住宅系施設へ退所して頂きまし
た。退所されてからも当施設の
サービスをご利用頂いているお
姿やご自宅での微笑ましい生活
の様子をお聞きし余韻に浸る時
があります。
そしてその事を出来るだけスタッ
フにもお伝えするように我々相談
員は心掛けております。
日々のスタッフのケアが、声掛
けが、そのリハビリが、お食事が、
生活環境が、利用者様の日常を
繋ぐ事で利用者様の今があり、
その生業が尊厳を守る事に通じ
ているのだと思っております。
来年もこの仲間とプロフェッショ
ナルであれますように。
今年1年間ありがとうございまし
た。



行 事 案 内

～ いくつになっても夢は持ち続けよ ～

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2F介護士の佐藤真弓で

す。4月より勤務しております。以前(３年

前)にも働いておりました。

職員の人柄に惚れ出戻ってきました

(笑)介護の仕事についてから、ウン十年

が経ちますが、この仕事は「イヤだ、辞

めたい」と思った事は一度もありません。

天職だと思っています。

ただ、好奇心旺盛な私は、この歳に

なってもやりたい事がたくさんあり(よくば

りで)かなわぬ夢を追いかけています。

息子、娘も自立し自分の時間が出来た

事もありますけど。仕事を頑張る事でプ

ライベートも充実出来る私！！利用者様

の心に寄り添い、カリスマ介護士を目指

します。

12/ 3 （土） 13：00～14：00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

12/ 7   （水） 14：00～14：55 お茶会 （自由参加） 1Ｆフロア・悠々

12/ 13 （火） 14：00～14：55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

12/ 14  （水） 13：30～14：30 書道教室（入所者） 2Ｆフロア

12/ 16 （金） 14：40～15: 35 舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴・ （入所者） ﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

12/ 17  （土） 13：00～14：00 生け花教室 （入所者） 2Fフロア

12/ 21 （水） 13：30～14：30 書道教室（入所者） 2Ｆフロア


