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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



介護主任大移動！！
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新入職紹介！！

入所看護師
名前 ：安藤 純子
出身 ：神奈川県
趣味・特技 ：沢山あります
好きな花 ：どれも好きです

どうぞよろしくお願い致します。

エスポワール３階に異動になりました介護主任の太田健
司です。デイケアにおりましたが１０月中旬より入所フロア
で勤務する事となりました。以前３階にいた事もあり古巣に
戻ってきた思いはありますが、利用者様も大分入れ替わり、
新たな気持ちでのスタートとなりました。今後ともよろしくお
願い致します。

皆さんこんにちは。

９月よりエスポワール３階から２階フロアに異動となりまし
た介護主任の塚本博之と申します。

ご利用していただく皆様に毎日安心と笑顔のあるフロアづ
くりを目標に、精一杯務めさせていただきます。

１０月より入所フロアからデイケアに異動となりました
介護主任の早坂竜二です。入職して１３年が経ちました。
年齢は３３歳、子供は３人です。
これからも皆様の笑顔のために頑張りますのでどうぞ
よろしくお願いします。

４月より３階で勤務しております介護主任の阿部匡秀です。

以前は２階で勤務しておりました。３階に来て半年以上経ちま
すが見慣れた顔になっていましたら嬉しいです。日々、利用者
様の笑顔のために頑張らせて頂いております。これからも、利
用者様の笑顔の為に関わらせて頂きたいと思います。よろしく
お願いします。

ﾃﾞｲｹｱ介護職員
名前 ：中城 美緒
出身 ：北海道
趣味 ：ゲーム・映画鑑賞
好きな食べ物 ：いちご
明るさと元気で頑張りますの
でよろしくお願いします。

入所介護福祉士
名前 ：藤田 香
出身 ：様似町
趣味 ：旅行・買い物
好きな花 ：すずらん

老健は初めてですが一生懸命
頑張ります。



リハビリ通信

記：矢野貴幸

～自宅で簡単に出来る筋トレ～
今月は肩のストレッチを紹介します。

１）肩回し体操
①胸を張り、両手で洋服の肩の部分をつかみます。
②その状態から肘で円を描くイメージで前に大きく10回程度回します。
次に後ろに大きく10回程度回します。
※このストレッチは座って行って大丈夫です。また肘を回す際には肩甲骨
を大きく動かすイメージで行うと、より効果的です。両手ではなく、片手で
もOKです。

２)肩の上げ下げ
①両肩を耳につけるように、ゆっくり上げていきます。この時肩甲骨を背骨
に寄せながら肩を上げるとより効果的です。
②上げた状態で3秒数え、またゆっくりと肩を下げていきます。これを10回
程度繰り返し行っていきます。

上記の二つの体操は肩まわりの血行を良くすることで、肩凝りの解消に効
果があります。また肩まわりの筋肉・関節の柔軟性向上にもつながります。
普段中々意識して動かすことはないですが、日頃から肩を動かすことで着替
え・物を取る等の動作をスムーズに行えるようになります。皆様も痛くない範
囲で実施してみて下さい。

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

２



～運動会～
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10月の行事はデイケア運動会でした！
宣誓にあるように、日頃のリハビリの成果を発揮出来たでしょうか？競技は3種目。

写真だけでも躍動感が伝わってきます。皆様、勝負レースとなると隣の人に負けない様
にと、まるで人が変わったかのよう・・目が本気です!(^^)!
応援している側も熱が入り、胸が高ぶるチカラみなぎる運動会でありました！いくつ

か賞もご用意しました、おめでとうございます！
最終結果は、、女性率いる赤組の大逆転勝利でしたね。やはり女性は強しです・・。

（高畑・加藤・安住)

選手宣誓
宣誓 私たちは 日頃のリハビリの成果を発揮し
正々堂々と 戦う事を誓います 最後まで
怪我のないよう 頑張りましょう
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一寸の虫にも五分の魂
今年も秋が訪れ、本格的な北海道の冬が目前です。
こちらのカブト君は10月の中頃、デイケアの畑で作物に

まぎれていた所を、利用者様によって発見されたのです！
うわ～！珍しいですよね・・？デイケアで保護され、現在も
穏やかな様子で過ごしています。

たとえ小さく弱い者でも、意地や感情は持っているから決
してバカにしてはならないということわざをご存知ですか？
本来、成虫のカブトムシは一年しか生きられず、越冬でき

ないと言われていますが、こんなにも雄々しく立派な姿を見
せつけてくれるのですから、何だか信じ難いものです。最後
まで見届けてあげたいなと。
（実は・・この原稿を作成中に亡くなりました・・・。

ご冥福をお祈り申し上げます。）

私たち人間も、強くて弱い、そんな生き物です。
それを一寸の小さな命から教わっているようにすら感じます。

どんな寒さにも負けることなく、共に日々を歩みましょう。

さあ、越冬の準備はよろしいですか？ （山口）

皆様のご参加ありがとうございました
職員も 子どもの時以来の 運動会

一緒に楽しみました！！

保育所の子ども達による仮装パレードが行われました！！
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秋の外出レクは9/29にオープンした回転寿司スシロー清田店まで
行ってきました。一皿108円ととてもリーズナブル。お寿司は小さめ
でしたが、食べやすく美味しかったです。
お寿司だけでなくビールや日本酒で乾杯したり、デザートを楽しん

だりと皆さん喜ばれておりました。いつもと違う環境で一緒にご飯を
食べるのはいいですね。また来年の外出レクもご期待ください！

利用者様より頂いた特大のカボチャ
を、ハロウィン風に仕立ててみました。
紅白帽をかぶったカボチャさん可愛い
ですね。
このカボチャ食べれないそうで残念

です。

手芸ボランティアさんに来て頂き、押し花色紙を作りました。
色鮮やかな花を押し花にして、自分の好みに合わせて貼りました。
皆さん真剣に取り組まれ、素敵な作品が出来上がりました。



10月は前半が秋のお重、後半が秋のちらし寿司
ということで提供致しました。お重は日替わりで、
鮭やさんま唐揚げ、きのこ炊き込みご飯、さつま
ご飯など、秋の味覚を取りそろえ、彩りきれいだ
ね、と喜びの声をいただきました。ちらし寿司は
鶏と栗のちらし寿司、さんま蒲焼ちらし寿司、鮭
といくらの親子寿司、を提供。おいしいねと好評
でした。

通所リハビリ 10月の行事食

10月の予防行事食週間は『秋の彩り御膳』でした！
きのこや栗など、旬の食材を2段のお弁当箱に
彩り良く詰めて提供いたしました！！
利用者様からは、『秋らしいいね！豪華だ

ね！』との声をいただきました！！

こんにちは。デイケアを担当させていただいています安住です。
とうとうリレーエッセイが私の順番に来てしまいました。何を書こうか色々考えた

のですが、何も浮かばず、とりあえず私が今行なっている趣味をひとつ書かせていた
だこうと思います。
私はドライブをするのが好きで道内各地の道の駅に寄って、スタンプを取り、スタ

ンプラリーに参加する事を毎年行なっています。始めた頃は道の駅も60数か所でした
が、今は117駅もあります。今年は春に道南を巡り、夏には道央、道北。秋には道東、
オホーツクと行ってきました。そして各地の美味しい牛乳とソフトクリームを食べて
きました。私がおすすめする牛乳は「ニセコの幸せな牛の牛乳」と「オホーツクサロ
ベツの牛乳」です。濃くてまろやかで美味しいですヨ。一度飲んでみて下さい。
ドライブをしていて好きな所はオホーツクのサロベツ原野を走る事です。何もない

所ですが、ほんの少しスピードを出して走るとストレスも解消でき気持ちいいですヨ。
道の駅では「メルヘンの丘めまんべつ」と「オホーツク紋別」が良いですヨ。そこで
売っているサクラ豚の豚串は柔らかく食べごたえもあり美味しいです。そしてオホー
ツク紋別も良い所です。私は遠出をする時は車中泊をします。
道の駅に車を停めて、時間を気にせず自分のペースで移動出
来るのでお勧めします。今年も雪が降る前にあと一回ぐらい
遠出がしたいと考えています。まだ他にも趣味はありますが、
次の機会にでも書かせてくださいね。

6

今月は ・・・ 介護福祉士 安住 ゆかり

栗ごはん 鶏とカブの煮物
さんまの梅しそ揚げ

鮭きのこおこわ 肉巻き
和風グラタン高野豆腐と南瓜煮

秋のちらし寿司

秋のお重シリーズ
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皆様こんにちわ。いよいよ11月12日より九州場所が始まります。今
回は新入幕から、わずか3場所で番付を西小結へと挙げた注目の若手力
士『阿武咲』をご紹介します。

四 股 名 ：阿武咲 奎也（おうのしょう ふみや）

四股名の由来：土俵の上で花が咲くように

所属部屋：阿武松（おうのまつ）部屋

生年月日：平成8年7月4日（21歳）

出身地：青森県北津軽郡中泊町

身長/体重：176cm/165kg

得意技：突き・押し

親友・ライバル：貴景勝（21歳）

祖父の勧めで5歳から相撲を始め、小学6年次に全国優勝、中学2,3年
次にも全国大会で史上初の2連覇を果たしています。その後青森の名門
三本木農業高校に進学し、1年生ながら全国高校相撲宇佐大会と国体相
撲少年の部で優勝、団体戦でも全国優勝に貢献するなど、実力を遺憾な
く発揮して自信を深めたため、卒業を待たずに角界入りすることを決意
し阿武松部屋へ入門しています。
阿武松親方は『阿武咲』のことを子供の頃から確かに相撲は強いが、

試合で負けた後に舌を出すなど土俵上の所作に相手を敬う気持ちが欠け
ていると感じ、高校時代の『阿武咲』に「謙虚さと感謝の気持ちが足り
ない」と注意をしたと言われています。『阿武咲』は「そんなことを
言ってくれる大人に初めて接した」と心に響くものがあり弟子入りを志
願したそうです。その後は親方の教え通り謙虚さと感謝の気持ちを大事
にし毎日の厳しい稽古に励みました。そしてついに今年の5月場所より
新入幕を果たすと、3場所連続2桁勝利、番付を小結まで挙げる大活躍
で観客を沸かせました。また9月場所では横綱日馬富士相手に初金星を
獲得し優勝も期待されましたが、後半黒星が続いたため惜しくも逃して
います。
今場所では4横綱2大関との厳しい戦いが待っていますが、このまま

勝ちを重ねていけば来年中に大関昇進もみえるため、これからも応援し
ていきたい若手力士の一人です。
興味を持たれた方は是非『阿武咲』の相撲を見てください。



Vol.号外

そうだ☆フェスに行こう。2017終幕

11月4日（土）真駒内セキスイハイムアリーナにて
「No Matter Live 2017」が開催され、「音楽フェス
秋の陣」と位置付けて参加してきました。

当日は晴天だったものの、最高気温が７℃という寒
い一日でした。10時会場Openで12時startでした
が、アーティストグッズは9時販売開始。早い人は早朝
から並んでいました。
夏の「ライジングサンロックフェスティバル」より、全体
的スケールは小さいもののタイムテーブルは相当濃
く体力勝負となります。前述のように寒さが厳しく、
室内の音楽フェスでありますが、防寒対策も必要にな
りました。そのためカイロを購入し、身体を暖めなが
らアーティストの演奏に酔いしれました。

チケットの種類は「アリーナ」「スタンド」の2種類。
「アリーナ」には椅子がないため、最初から最後まで
立ったままです。その点「スタンド」は椅子があるので、
疲れたら腰を掛けられるので休憩できることが利点
です。今回私は「スタンド」しかも3階席で観覧しまし
た。

3階席といっても最前列だったことで、遮るものがな
い風景は実に贅沢なものでした。講演が終わったのは
21時30分。充実感に浸りながら寒空の下で帰路を
急ぎ、打ち上げと称し仲間内で翌日明け方まで語り
合いました。

2017年に北海道で開催される「音楽フェス」も一
区切り。次の機会を楽しめるように感性を磨いていき
ます。「No music No Life！」またいつか連載できる
ことを楽しみにしています。
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Beam of hope！
（意味：きぼうの光）

記：高橋



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

格別の太陽・・・

11/ 4 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

11/ 8 （水） 13:30～14:30 書道教室（入所者） 2Fフロア

11/10  （金） 12:30～14:30 ﾖｰｶﾄﾞ訪問販売（参加自由）ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ

11/14  （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

11/18  （土） 13:00～14:00    生け花教室（入所者） 2Fフロア

11/22 （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。エスポワールに来て3
年目の介護職員の樋口幸恵です。
昨年の12月に3Ｆに移動しもうすぐ1
年になります。楽しみは1年に１回だ
け富士山に登る事です。
夜勤明けにエスポワールの３Ｆか
ら見る事の出来る御来光もとても綺
麗ですが今年富士山へ登った日は
とても天気が良く素晴らしいもので
した。
また、一年あの御来光を目標に
日々頑張って参ります。


