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北広島市内最高齢の佐々木フユ様。

当施設には北広島市内最高
齢の佐々木フユ様がおります。
市内で唯一の明治生まれです。
９月２７日 上野北広島市長
が、賞状と記念品の授与にお
忙しい中来て下さりました。
お祝いのお言葉を頂き、他

の利用者様と共にお祝いさせ
て頂きました。
この佐々木さんの記録を超

えることは不可能ですが、入
所されております皆様の目標
としていつまでもお元気に生
活して下さい。
そしてまた来年もV3とな

ります様スタッフ一同願って
おります。
また、同日に佐藤ヤエ様の

内閣総理大臣より送られる
100歳のお祝いの賞状と記
念品の授与も上野北広島市長
より頂く事が出来ました。
※エスポワールの100歳以上の方は他に2名おります。
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～佐々木フユ様～

～佐藤ヤエ様～



リハビリ通信

記：矢野貴幸

～自宅で簡単に出来る筋トレ～

今月はタオルを使った筋トレを紹介します。

１）タオルギャザー
足裏の筋肉・感覚を鍛えることで、歩行・立位時のバランスを向上させるこ
とができます。椅子に座った状態で裸足になり、フェイスタオルを用意します。
①座った状態で床に敷いたタオルの端に両足または片足をのせます。
②踵を支点にして、足の指全体でタオルをたぐり寄せます。これを20回
または、タオルの端まで到達するまで行います。

※注意点としては動かしやすい親指のみで行うのではなく、親指以外の4指
を意識して動かすとより効果的です。

２)タオルストレッチ

腰痛の原因となりやすい太ももの裏（ハムストリングス）を伸ばすストレッチ
です。痛みのない範囲で実施して下さい。
①片方の足裏にタオルを引っ掛け、両手で引っ張ります。
②息を止めずに20秒から30秒数えます。これを左右の足で行います。
※実施出来ない場合や痛みが強い場合はタオルの長さを調整して行っても
大丈夫です。なるべく膝を曲げずに行いましょう。ハムストリングスが伸び
て痛気持ちいいぐらいがベストです。

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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栄養科通信

記：後藤管理栄養士

減塩☆みそ汁レシピ～豆乳入りみそ汁～
食塩は血圧を上げることによって脳卒中や心臓病の
危険性を高めます。日本では成人の約3人に1人、50歳
以上では2人に1人が高血圧とされている為、日頃から
減塩を意識した食生活を心がけることが大切です。

～食はココロ。色はマゴコロ～
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材料（2人分）
・味噌 大匙1
・豆乳 大匙1
・水 300ｃｃ
・ダシの素 小匙1/2
・豆腐 60ｇ
・ほうれん草 40ｇ
・ネギ 適量

作り方
①味噌と豆乳を混ぜ合わせる。
②豆腐はさいの目切り、ほうれん草は食べ
やすい大きさに、ネギは小口切りにする。
③鍋に分量の水を入れ、沸騰したらダシの
素・豆腐・ほうれん草・ネギを入れる。火
が通ったら①を入れて完成です。

簡単☆舞茸レシピ～舞茸と鶏肉のおろし和え～
舞茸には、抗がん作用のある成分が含まれているほか、糖尿病・高コレス
テロール・高脂血症などの生活習慣病の予防や、ダイエットにも効果がある
とされています。かさの部分が濃い茶色で、パリッとしている肉厚のものを選
ぶと新鮮です。

材料（2人分）
・舞茸 60ｇ
・赤パプリカ 20ｇ
・鶏肉 60ｇ
・小葱 適量
・酒 大匙1
・麺つゆ 大匙2
・塩胡椒 少々
・水 大匙6
・大根 40ｇ
・ごま油 小匙1

作り方
①鶏肉に酒を振りかけ、しっかりと塩胡椒を
する。
②舞茸・赤パプリカは、食べやすい大きさに
切る。
③大根はおろし、小葱は小口切りにする。
④麺つゆ・水・ごま油を混ぜ合わせる。
⑤鶏肉・舞茸・赤パプリカをグリルで焼く。火
が通ったら皿に盛って③をのせ、④をかけ

る。

※食欲の秋という事で2品紹介お願いしました。



～敬老会～
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９月１３日～１５日にかけて敬老会を行いました。
お祝い歳にあたる方には、『ご長寿免許証』をお渡しし、皆様にも、お祝いの饅頭を

お配りしました。余興ではカラオケを準備し、リクエスト曲を唄っていただき、合わせ
て９月に誕生日を迎えられる方のお祝いもしました。
これからもお元気で過ごしていただけるよう、職員一同願っております。
改めておめでとうございます！！ （太田)
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フラワーアレンジメント
今回で２回目となるフラワーアレンジメント。
２０名近くの参加となり、回数を重ね人数も増えてきています。
作品を手に取り、皆様のにこやかな表情が印象的です。
次回は１１月２１日（火）を予定しており、曜日を変えながら参加いただける機会を

作っていこうと考えております。近くになりましたら案内をお配り致しますので是非ご
参加下さい。楽しいですよ！ （太田）
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今年100歳になられ
た利用者様に安倍晋三
総理大臣からお祝いが
届きました！
記念に、その日ご利

用の皆様で写真を。こ
れからもお元気にお過
ごし下さい！

喜寿や米寿などの節目の歳を迎える方に
『ご長寿免許証』を贈りました

長寿の心得や
勤めていた頃のこと
カラオケの十八番や
今好きなこと．．．

作成にあたり 皆様のお話しを
じっくり聞くことができました

これからも
お元気に通って頂けるよう

願っています
このたびは おめでとうございます！



９月はご当地グルメデーと敬老メニューということ
で季節の食材を使ったお料理を提供致しました。
ご当地グルメでは網走のオホーツクザンギ丼、長崎

のトルコライスなど各地の名物をご紹介。トルコライ
スはランチっぽくていいね、と喜んで召し上がってい
ただきました。敬老メニューではお赤飯をはじめ栗ご
飯、秋サケのチャンチャン焼き、蟹と銀杏の茶碗蒸し
など季節の食材を楽しんでいただきました。

通所リハビリ ９月の行事食

９月の予防行事食週間は、『全国駅弁シリーズ』
を実施いたしました！北は北海道から南は熊本県ま
で、全国各地の駅弁を忠実に再現して提供いたしま
した！！特に利用者様からは、東京都深川めし弁当
が好評で『見た目も味付けも良く、美味しい』との
声をいただきました！！

皆様こんにちわ！リハビリテーション科の新藤です。
今年も残すところあと２ヶ月になりましたね。本当に気がつくとあっという間に月

日が経つものです。私も入職して１年半が経とうとしております。皆さんとも少しず
つ顔なじみの関係になれたかなと思います。
さて、そろそろ秋の季節になりますが、皆さんは秋についてどんな事を想像します

か。私の実家がある恵庭は、皆さんもご存知のとおり「花のまち」と言われています
が、滝も有名なのは知っていましたでしょうか。えこりん村より支笏湖方面に向かう
と白扇の滝・ラルマナイの滝・三段の滝などとそれぞれ特徴的な表情をみせる３つの
滝を見る事ができます。そしてその周囲に見られる紅葉はハルニレ・イチョウ・カエ
デなどの綺麗で変化に富む景色を堪能する事のできるスポットとなっているのです！
ぜひ機会があれば
恵庭に寄って秋を感じていただければと思います！
その他にも秋といえば大根おろしのついた秋刀魚の塩

焼きやさつま芋、秋鮭のちゃんちゃん焼き、甘い柿など
食欲のそそるおいしい味覚がたくさん出てきますね。
食べすぎには注意ですが…。
今日もおいしい食事を取って皆さんと一緒に元気に運

動を出来ればと思いますのでこれからも宜しくお願い致
します！！
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今月は ・・・ 作業療法士 新藤 和季

北海道 網走ほたて弁当

熊本県 肥後あか牛しぐれ弁当

長﨑県 トルコライス

秋の彩り御膳
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皆様こんにちわ。先月行われた９月場所は３横綱２大関が怪我で休場する
波乱の展開となりました。今場所は大関豪栄道が初日黒星スタートとなりま
したが、その後白星を重ね10連勝、次点に２つ星の差をつけ優勝候補筆頭と
なりました。一方横綱日馬富士は途中3連敗し優勝は絶望的な状況でしたが、
最後まで気を抜くことなく14日目が終わって10勝4敗、豪栄道はもう少し
で優勝というところで、勝ちを拾えず2連敗し11勝3敗となりました。優勝
は千秋楽まで決まらず、横綱日馬富士と大関豪栄道の直接対決、豪栄道勝て
ば優勝、負ければ優勝決定戦へ持ち越しという状況で、立会いから低く当
たった日馬富士に豪栄道何も出来ずに負けて優勝決定戦へ、その後も日馬富
士の勢い止まらず9月場所は横綱日馬富士、9度目の優勝となりました。今場
所、横綱は日馬富士一人という中で、プレッシャーに打ち勝ち、一戦一戦目
の前の相手にのみ集中して取り組みを行った結果が優勝につながったと思い
ます。一時は豪栄道の独走状態で優勝は、ほぼ決まりだと言われていました
が、諦めない姿勢、逃げる豪栄道を追う日馬富士は日本昔話の「うさぎとか
め」を思い出すような展開でした。油断大敵、勝負は最後までわからないで
すね。今回は休場者も多く、盛り上がりに欠けると場所中言われていました
が、最後まで誰が優勝するかわからず、千秋楽まで見応えのある展開で個人
的には、とても楽しく観戦することが出来ました。11月の九州場所では4横
綱（稀勢の里、白鵬、日馬富士、鶴竜）2大関（豪栄道、高安）が揃って盛
り上げてくれることを期待しています。

四 股 名 ：日馬富士 公平（はるまふじ こうへい）

所属部屋：伊勢ヶ濱

番 付：横綱（平成24年11月場所）

生年月日：昭和59年4月14日（33歳）

身長/体重：186cm/137kg

得 意 技 ：右四つ・寄り

四 股 名 ：豪栄道 豪太郎（ごうえいどう ごうたろう）

所属部屋：境川

本 名：澤井 豪太郎

番 付：大関（平成26年9月場所）

生年月日：昭和61年4月6日（31歳）

身長/体重：183cm/161kg

得 意 技 ：右四つ・寄り



行 事 案 内

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

変わり者と言われても・・・

10/ 7 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

10/10 （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

10/11  （水） 13:30～14:30 書道教室（入所者） 2Fフロア

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

10/21  （土） 13:00～14:00    生け花教室（入所者） 2Fフロア

10/24 （火） 14:40～15:35 舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴（通所者） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

10/25 （水） 13:30～14:30 書道教室（入所者） 2Fフロア
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こんにちは。２F介護職員の坂井で
す。職員の間では有名な話ですが、
僕は人には理解して頂き難い趣味
も含め沢山の趣味があります。一例
をあげるとビリヤードやロードバイク。
この辺りだけを聞くとまー普通です
が、それ以外にもｹﾞｸｼﾝｽｷｰ、ＨＲ
ｷﾞｰｶﾞｰといった少しグロテスクな画
集を古本屋を巡り集めたり、酸素
バーは勿論、手品バーに足を運ん
だり葉巻バーに行ったりもします。
最近は、爬虫類に興味があり戯れ
たりしてます。ひんやり、ペタペタし
たさわり心地、ごつごつとしたフォル
ム、動きを観察するのもたまりませ
ん。休日はこれらの趣味？に没頭し、
リフレッシュした心と身体で仕事を
頑張っています。
こんな僕に興味を持った
方は声掛
けて下さい。


