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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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新年のご挨拶。。 

 新年のご挨拶 
 
 新年あけましておめでとうございます。 
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上
げます。 
   2016年も様々な出来事がございました。中でも、明るい
話題でいえば「スポーツ」ではないでしょうか。リオ五輪
での日本人選手の活躍や日本ハムファイターズの日本一な
どスポーツを通して国民を大いに盛り上げてくれました。 
 昨今の高齢化問題にも「運動」というキーワードを多く
目にします。これは、高齢になると体の筋肉量が減少し身
体機能の低下や転倒骨折などの危険性が高くなることから、
予防対策として「運動」を国が啓発し元気な高齢社会を目
指しているからです。 
 日本は世界から見ても高齢化率の高い国です。この問題
を日本はどう乗り越えてゆくのか世界中が注目しています。
高齢者が増えることは止められませんが、80代、90代に
なっても活力ある人生を送る事はみんなの努力で可能であ
ると思います。 
 2018年（平成30年）は医療保険・介護保険同時改正の年
です。高齢者にとっても我々事業者にとっても厳しい改正
が予想されます。老人保健施設の役割である病院と在宅を
つなぐ“中間施設”としてサービスや機能を更に向上させ、
利用者様の活力ある生活が継続できるよう職員一同努力し
て行く所存です。 
 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜りますようお願い申し上げ、
新年のご挨拶と代えさせて頂きます。 
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 
     介護老人保健施設エスポワール北広島 
                事務長 島谷 清張 
 



栄養科通信 
～食はココロ～ 

風邪をひいてしまったら・・・ 

  
            

千恵美の○場放浪記！ 

「寿し処 福長 」 
    北広島市大曲末広3丁目1-6 
         011-377-5423 

 食べログ2010ベストレストランに選ばれた知る

人ぞ知る大曲のお寿司屋さん 寿司はもちろんこ

だわりの焼売、是非一度ご賞味下さい (*^_^*) 

 風邪の予防には、バランスの良い食事・適度な運動・十分な休養が大切ですが、ど
んなに気を付けていても風邪をひいてしまうことがあります。早めの対処で、風邪の 
悪化を防ぎましょう。 

 今 月 の  1 枚！! 

★エネルギー補給はしっかりと 

 発熱で体温が上がると、たくさんのエネルギーが消費されます。糖質を
含む御飯（おかゆ・おじや）や麺（うどん）などでしっかりエネルギー補給を
しましょう。 
★消化のよいメニューを選ぼう 

 胃腸の機能も低下しやすくなるので、油ものや食物繊維の多いものは控
え、煮物や蒸し物など、胃腸にやさしい調理法の工夫をしましょう。 
★こまめな水分補給を 

 発熱や下痢により、大量の水分が失われます。水分と適度なミネラルを
補給しましょう。体を冷やさない為にも、温かい飲み物がオススメです。 
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今 月 の ２ 枚 ！！ 



リハビリ通信 
文責：中村拓雄 

～明けましておめでとうございます！～   
  みなさん，あけましておめでとうございます． 
年末から年始にかけて，少しはゆっくりと休むことが出来ましたでしょうか？ 
 年末には大掃除，年始にはお子さんがお孫さんを連れて自宅に帰省して来るなど，
いつもより動くことが多く，何かと疲れることもあったかと思います． 
 しかし，人が多く集まると自然と会話や笑顔が生まれたりしますよね？ 
 そこで，2017年最初のリハビリ通信は，「笑顔がもたらす作用」についてご紹介します． 

                             

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 

 ・ストレス解消効果 
⇒笑顔でいることで，副交感神経が活発に働きます． 
この時，呼吸や脈拍・血圧などが緩やかになって，リラックスをする事が出来ます． 
 ・免疫力向上効果 
⇒笑うことで，ＮＫ細胞と言う免疫力を司る細胞を活性化させる効果があります． 
 ・脳の血流量増加 
⇒笑うと脳の血流量が増加し，脳梗塞や認知症の予防，回復に役立ちます． 
血流量の増加は、脳の働きを活発にし，集中力や記憶力の向上させる効果があります． 
 ・鎮静効果 
⇒笑うと脳内ホルモンであるエンドルフィンが分泌されます． 
このホルモンは，幸福感をもたらしたり，モルヒネの数倍の鎮静作用で痛みを軽減します． 
 ・血糖値への効果 
 ⇒笑うことで，血糖値が下がるという結果が出ています． 
  血糖のバランスを整えるのに，笑いが役立つことが証明されました． 
 ・人間関系の円滑化 
 ⇒これはあまり科学的ではありませんが，無表情でいるより，笑顔でいたほうが自分自
身もその周りの人も幸せになれる気がしませんか？ 
笑顔で挨拶を交わすだけで，人間関係の悩みも少し解消されるかもしれません． 

 



 12月19.20.21日にクリスマス会を行いました。リハ科による一年を振り返
るスライドショーや介護職員による催し物ケーキバイキング等を楽しんで頂き
皆様とてもいい笑顔でご参加下さいました。21日には民謡ボランティアのポプ
ラ会の方々来てくださいました。皆さんとてもいい表情で口ずさみ和やかな雰
囲気で過ごされていました。 
 今年も楽しい行事を沢山予定しています。楽しみにしていて下さいね♪          
（久保） 

 明けましておめでとうございます。 
 皆様におかれましては変わりなくお過ごしだったでしょうか。おせち料理を
召し上がったり、お酒をたしなんだりと、それぞれのお正月を迎えたことと思
います。 
 今年は少しでも皆様の期待に応えられるよう、スタッフそれぞれが意識を高
め望まなければと思っております。一方、皆様にもご協力いただく事があるか
と思いますが、その際は何卒宜しくお願い致します。 
 今年の干支は『酉』です。鳥が羽ばたく様にこの一年を
『飛躍』の年とする為、努力して参りたいと思います。 
今年も皆様に楽しんでいただける企画をご用意しお待ちして
おります。どうぞよろしくお願い致します。 
         通所リハビリ 介護主任 太田健司 



 新企画で始めたネイル
アートのプレゼント。と
ても喜んで下さり素敵な
笑顔に職員も嬉しくなり
ました。 

ペンギン保育園の園児
さんが可愛いお遊戯を
披露してくれました♪ 

あたたかい拍手を 
頂き大成功？！ 

最後に今年も職員手作りの
クリスマスツリーを皆様に
プレゼントしました。 



 皆でポチ袋も作りました。お正月は子供さん
やお孫さんにお会いしたのでしょうか？ 
 今年も皆さんお元気に通って下さいね！ 
職員一同皆さんにお会いできることを楽しみに
お待ちしています。 

 毎年恒例のケーキバイキング今回好評だったのは・・・ 
 カボチャのおしるこです！ 
 皆さんお腹いっぱいと言いながらデザートは別腹！！ 
 コーヒーを飲みながら美味しく頂きました♪ 



 12月の介護行事食週間は前半が

「日替わり御膳」 後半が「アツ

アツ鍋シリーズ」でした！ 

鍋は何杯もおかわりしていた方が

いるほどの大人気！ 

 雪が降り寒くなってきたので皆

で大きな鍋を囲み「暖まるね～」

と皆さんが笑顔で召し上がってい

る姿が印象的でした。 

  
 12月の予防行事食週間は『あ

つあつ鍋週間』を実施いたしまし

た！ 

１人分ずつ土鍋で提供したので、

利用者様にも好評でした！特に常

夜鍋は、『初めて食べたけど美味

しいね！』『味付けが絶妙だ

ね！』との声をいただきまし

た！！今回は同時にデザートバイ

キングを実施し、手作りのパウン

ドケーキやガトーショコラを中心

に、大変喜んでいただきました!！ 
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相談室よりこんにちは Vol. 号外 

～ペンとみかんを上手に・・～ 

 
 

 
 
  
       
          

 あけましておめでとうございます。 
 エスポワール北広島では通所リハビリサービスも提供してい
ます。ご自宅で生活をされている方がリハビリや入浴のために
通われており、職員一同皆様の生活の支えになれるようケアを
提供しています。 
 昨年末、北広島市内の研修にて『生活とは何か』というテーマ
についてグループワークを行う機会がありました。日頃から、ご
利用者様の生活を支えられるようなリハビリを、ご利用者様が
気持ちよく生活を続けられるように入浴の機会をと、生活という
言葉を多くの場面で使っておりますが、改めて『生活とは何か』
を考えると明確な答えを見つけることはできませんでした。自
分の生活と他者の生活は違うものであり、生活に求める内容も
人それぞれです。自分の思う生活のしやすさが相手にとっては
そうではないかもしれない、と考え始めるときりがありません。
福祉・医療の現場でありふれている生活を支えるという言葉で
すが、その言葉が対象とする広さと重さを実感しました。 
 現在、エスポワール北広島通所リハビリは240名を超える皆
様にご利用いただいております。 
本当の意味で皆様の 
生活を支えられる 
ようなケアを目指し、 
各職員が一丸となり 
努めていきたいと 
思います。 
本年もどうぞよろしく 
お願い致します。 
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～ ピカピカの16年生 ～ 

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 

 

 

 

 10年前、私は神職であった友人の弔辞で

「いつか生まれ育ったこの神社の境内を友

人達で神輿渡御するという彼の夢を叶えた

い。」と約束しました。 昨年、その夢を実現

すべく友人らと神輿会を立ち上げました。 

 人生において叶えられない夢も多く存在し

ますが叶える事のできる夢もまた多く存在

する事を改めて学びました。   

 今年も法人の理念である「夢」をカタチにと

らわれず具現化して行きたいと思います。   

 あと数年後に始まる人生の復路へ向けて

新たなる決意を胸に秘め、春から愛娘は小

学1年生。私は勤続16年生です。 次号で

はそんな私の心強くそして頼もしい同期で

ある総務課の澁谷さんです。            

           医療福祉課 佐藤幹博  

 
 

       

1/  7    （土） 13：00～14：00  生け花教室（入所者）              2Fフロア 

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

1/ 11   （水） 13：30～14：30  書道教室（入所者）              2Ｆフロア 

1/ 21   （土） 13：00～14：00  生け花教室  （入所者）                2Fフロア 

1/ 25   （水） 13：30～14：30   書道教室（入所者）           2Ｆフロア 

 

 


