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(「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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エスポーツクラブ。。。

昨年の10月10日（体育の日）より月1回のペースで行わせて頂いてお

ります。エスポーツクラブも早いもので5回開催させて頂きました。

その様子を少し紹介させて頂きます。

地域の方の集う場所として尚且つ、冬の間の運動不足の解消できる場所

として活動を続けさせて頂いております。 毎回、欠かさず楽しみに来

て下さる方もおり少しづつお互いの顔の見える関係となってきている印

象をうけております。ここに集わなければ同じ地域で暮らしていても出

会う事もなかったであろう方々の笑顔で話される様子を垣間見ては、活

動の空間を提供するだけでこの様なコミュニティが形成されて行く姿を

これからも見守って行きたいと思います。

ふまネットも簡単そうで見ていると急に振られて行うと足がもつれて

は笑ってごまかす。また、幼児が来て慌てて何か喜ばさねばとサンタク

ロースの衣装に着替えたり体操のCDを忘れてはアドリブの体操を行い又、

笑ってごまかす。私達も一緒になって楽しみながら活動しております。

≪次回は≫
3月２５日（土）14時半より開催致します。皆様のお越しをお

待ちしております。



栄養科通信
～食はココロ～

春が旬！ニラの簡単レシピ！！

千恵美の○場放浪記！

「炭火焼き鳥 むーちゃん 」
北広島市大曲南ヶ丘2丁目1-6

090-3398-6341
番外編：持ち帰り専門です。備長炭でじっくり

焼いた大きめの鳥と玉葱を振り塩したものだけで

勝負しています。エスポの職員の何名も既にその

美味しさにノックアウトされてます。 (*^_^*)

ニラは、1つの株から数回収穫出来るといわれていますが、
特に葉がやわらかくて美味しいのが春に出始めの１番刈りの
ニラです。葉の緑が濃く、ダレていないものが新鮮です。

今 月 の 1 枚！!

～材料（１枚分）～
・ニラ 50ｇ
・玉葱 50ｇ
★小麦粉 30ｇ
★片栗粉 30ｇ
★鶏ｶﾞﾗスープの素 3ｇ
★水 80ｃｃ
・ごま油 適量

～タレ～
・ポン酢 12ｇ
・ごま油 12ｇ
・砂糖 2ｇ
・ラー油 お好みで
・ゴマ たっぷり

毎年恒例♪春から秋にかけて開催する、

イトーヨーカドー様による訪問販売「あんし

んお届け便」！！今年の第一回開催日が決定

しましたのでお知らせいたします。

○日時 平成29年5月12日（金）
12時30分～14時30分

○場所 エスポワール北広島1F

常温食品・乳製品・日用品・衣料品・など

200～300アイテムの商品を販売します。

皆様この機会に是非ご利用下さい！！

～作り方～
①ニラは3ｃｍ幅に切り、玉葱はスライスする。
②タレの材料を全て混ぜ合わせておく。
③ボールに★の材料を全て入れダマにならないように混ぜる。
①を加え、さらに混ぜる。
④熱したフライパンにごま油をしき、③を両面焼く。
⑤食べやすい大きさに切ったら完成です。

～マメ知識～
ニラは、1つの株から数回収穫出来るといわれていますが、
特に葉がやわらかくて美味しいのが春に出始めの１番刈りの
ニラです。葉の緑が濃く、ダレていないものが新鮮です。



リハビリ通信
文責：中村拓雄

～誤 嚥 性 肺 炎 予 防～
今月は，最近よく耳にする「誤嚥性肺炎」についてご紹介します．
「誤嚥性肺炎」とは，口腔や咽頭に存在する微生物や食べ物が誤って食道ではなく気
道側に入ってしまうことで起こる肺炎のことで，原因は種々の病気や薬の副作用，加齢
など様々です．
入院中は，誤嚥やその他のリスクに備えて万全の体制が整えられていますが，いざ
退院してみると家族だけで誤嚥を予防するのは難しいものです．
そこで，以下では自宅でも比較的簡単に出来る対策をご紹介します．

①食事姿勢
・食事の際は，やや前屈みの姿勢をとりましょう．しかし，単に前屈みの姿勢をとる
のが大切なのではなく，軽く顎を引いて食事することが大切です．
・また，食物の逆流を防ぐためにも，食後直ぐに横になるのは避けましょう．

②食形態
・「咀嚼」に問題があるのか，「嚥下」に問題があるのかによって対策は違います．
・水分が多い食べ物（飲み物や果物，高野豆腐など）にはトロミをつけたり，形態を
「刻み」などに変更する方法もあります．
・但し，その方によって対策は異なるため，詳細は専門家に聞いてみましょう．

③体操
・「あいうえおストレッチ」
⇒「あ・い・う・え・お」の順番で，各語5秒程度キープしながら発声する体操．
・「リップターントレーニング」
⇒「パ」行，「タ」行，「カ」行を早口言葉のように発声する体操．
例) パピプペポ→パピプペペポパポ→ポペプピパ→・・・・・

④口腔ケア
・食前と食後に以下のように口腔内環境を整えましょう．

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

パピプペポ
・・・・・

 

顔面・口腔の 

マッサージ 

口腔内の清掃 

姿勢を整える 口腔内の保湿 

義歯の清掃 

※誤嚥を気にしすぎて食べる楽しみを忘れないようにしましょう．



紅白の玉は大きいので
威力もバツグン！！

鬼は外！福は内！
２月１～３日にかけて、行事にて節分を行いました。スタッフが町娘や

鬼に扮し、ストーリー仕立てで豆まきが始まります。
紅白の玉を豆に見立てて”鬼は外、福は内”！！強い鬼も頭を抱えなが

ら退散！今年の福を利用者様とお祈りしました。
余談ですが、最近は節分で恵方巻きを食べる習慣が

ありますよね。今年の恵方は北北西でした。 （太田）

う
が
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追い払われて反省、、、
その後は仲良くなりました！

鬼を見事に退治しました！！
みなさん力強い投球でした。

福を呼び込み素敵な笑顔でハイ、チーズ♪
良い年になりますように。



エスポ自慢のお雛様
です。近くで見ると
迫力満点です♪

はじめまして 有吉ともみ です。
早く皆さんのお名前とお顔を覚えて、
たくさんお話をして、一緒に楽しい
時間を過ごしたいと思います。どう
ぞ宜しくお願いします。

趣味：温泉巡り お菓子作り
好きな食べ物：ケーキ ラーメン

ひな祭り
２月後半からちょっぴり早いひな祭りという事でみなさんで甘酒を
飲みながらひなあられを食べ、午後のリラックス、交流タイムを過
ごしました。 （柴崎)



2月は前半が「松花堂弁当」、後半が「世界の料理シリーズ」でした！

世界の料理シリーズでは1日目はスペイン料理のパエリア、2日目にインドカレー、

3日目は韓国料理のキンパ（韓国風のりまき）を提供させていただきました。インド

カレーでは本場と同じようにナンをカレーにつけて召し上がっていただき、その食べ

方などでも話が盛り上がっていました。

2月の行事食週間は『あつあつ鍋週間』を実施いたしました！
塩ちゃんこ鍋や餃子などを、１人用の土鍋で提供いたしました。鍋の中に麺が入って
いるのでボリュームがありましたが、皆さん完食されていました。

【とろろ鍋】【 きりたんぽ鍋】

【松花堂弁当】



相談室よりこんにちは Vol.号外

「相談員は口がうまい？」

介護保険施設では、数年に一度、保健所の実地指導が行われますが、以
前勤めていた施設で、その対応をした際に、当時課題となっていた事を保健
所の担当者に説明しました。無事に実地指導が終了した後、事務長から
「やっぱり相談員は口がうまいから」と言われた事を覚えています。
また、「デイサービスに行きたがらないお父さんを、説得して欲しい」とか、
「体調が悪いのに受診しないお母さんを説得して欲しい」といった、説得とい
う依頼が、たびたび、相談員にはあります。そこでも、「うまい事言って納得
させて欲しい」といった、ご家族の期待があると思っています。
私たちは、学生時代に相談援助を学んだ際、話しの聞き方は学びましたが、
人を説得する方法を学んでいませんし、すらすらと話す訓練をほとんどして
いません。相談員が出来ることは、その場の状況に応じて、話しを聞くこと
だけです。
ただ、これがとても難しいです。実地指導の場面では、聞きなれない行政
用語を理解しなければ、答えることができませんし、サービス利用に関わる
場面では、世代や年齢が違えば考え方も大きく違うなか、ご本人が何を求
めているのか、ご家族が何を望んでいるのかという部分を、話し合いの中で
整理していく作業になります。
言葉として現れない部分を、想像しながら話しを聞くわけですが、例えば、
認知症のある方のお話を真剣に聞いていると、私は数分で疲れてしまいま
す。話しに脈絡がなかったり、突拍子もない質問があったりする中、その話し
についていこうと、頭の中がフル回転しています。
仕事では、相談員として、時には頭をフル回転して仕事をしていますが、
これが、プライベートの事となると話は別です。私には、３歳半になる息子が
いますが、彼の話しは、とても難解です。日々の関わりがなければ、何と言っ
ているのかさえわからない時があります。時々、ないがしろにすると、ちゃん
と聞いてと言わんばかりに、さらにアピールをしてきます。また、妻にも、
ちゃんと聞いているの？と言われる事もしばしばです。
身近な人ほど、話す事に無頓着になりがちですが、身近な人こそ、しっかり
話しを聞く事も大事だと反省している日々です。皆さまは、身近な家族の話
し、聞いていますか？

支援相談員 吉田敏秀



行 事 案 内

～15年戦士のトリ！？ ～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

現在、皆様とはほぼお会いすることのない

部屋で日々業務に励んでおりますが、以前

はエスポワールの受付におりました。とは

言っても10年以上のことですが…。

利用者様とはあまり関わることのない業種

ではありますが、あの頃はデイケアの利用

者様がリハビリを兼ねて施設内をお散歩さ

れており、受付前を通る度に手を振ってくだ

さったり、お話もさせていただきました。

また、イチゴ狩りや買い物レク等にもご一緒

させていただき、今では懐かしく大切な思い

出となっております。

まだまだ寒い日が続きますが、ウィンター

スポーツを楽しめるのも後わずかですね！

と言いたいところですが、転んで歯を損傷し

た苦い経験がありますので、早く雪が無くな

ればと思っております。皆様もお気を付け下

さい。気になる次号ですが、長年お世話に

なっております、私が尊敬してやまないステ

キ女子の菅原課長でございます。

経理 中田（写真中央）

3/ 4 （土） 13：00～14：00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

3/ 8 （水） 13：30～14：30 書道教室（入所者） 2Ｆフロア

3/ 14   （火） 14：30～15：30 お茶会（通所者（介護）） 悠々ﾃﾞｲｹｱﾎｰﾙ

3/ 14   （火） 12：30～13：10 手芸サークル（通所者（予防） ﾃﾞｲｹｱ予防ﾎｰﾙ

3/ 18 （土） 13：00～14：00 生け花教室 （入所者） 2Ｆフロア

3/22 （水） 13：30～14：30 書道教室（入所者） 2Ｆフロア


