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「夢」
(「夢」とは心が満たされることである。)
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栄養科通信

記：後藤管理栄養士

今が美味しいレシピ～里芋のチーズ磯部焼き～

～食はココロ。色はマゴコロ～
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材料（４個分）
・里芋 2個
・塩 少々
・片栗粉 大匙1
・ミックスチーズ 20ｇ
・塩胡椒 少々
・サラダ油 少々
★醤油 大匙1
★みりん 大匙2
★酒 大匙2
・味付けのり 4枚

作り方
①里芋は皮をむき、塩を振ってもみ洗いする。
②たっぷりの水で①を茹で、火が通ったら湯切
りする。

③②を潰して片栗粉を入れてよく混ぜ、チーズ・
塩胡椒を入れて軽く混ぜたら4等分して丸く
形作る。

④フライパンにサラダ油を熱し、③を焼く。表面
に焼き色が付いたら★の材料を入れ、煮つ
める。

☆ノロウィルスを予防しましょう☆
ノロウイルスによる食中毒は年間を通して発生しますが、特に11月～2月の冬場が

ピークです。主な症状は、嘔吐や下痢・腹痛・軽い発熱などですが、体力の弱い高齢者
は脱水症状を起こす危険性もあります。非常に感染力が強く、少量のウイルスでも感
染・発症する恐れがある為、日頃から予防に努めることが大切です。

※家庭で出来る３つの予防対策

里芋にはカリウムが
豊富に含まれている為、
ムクみの緩和に
効果的です。

①しっかり手洗い！
帰宅時・調理前・食事前・トイレの後など、
こまめに石鹸で手を洗いましょう。

②食品は十分に加熱を！
食品は中心部までしっかり火を通しましょう。
ノロウイルスには中心温度が85℃以上で90秒の加熱が有効です。

③次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑで消毒を！
ドアノブや水道の蛇口・トイレの便座やフタなど、
多くの人が触れる部分は次亜塩素酸ナトリウム
（ブリーチやハイター）を薄めた液（水1ℓに、
ペットボトルのキャップ1杯分）で定期的に拭き、消毒しましょう。



リハビリ通信

記：矢野貴幸

～自宅で簡単に出来る筋トレ～
今月は自宅で出来る筋トレを2つご紹介します。
普段行っている方もいると思いますが、腹筋や背筋の衰えは腰痛
の原因となります。少ない回数からでもいいので毎日行えるよう習
慣付けていきましょう。

１）腹筋
回数は10～20回、2セット程度が望ましいです。息を止めずに行いましょう。
※肩甲骨が離れるまで、上体が挙がらない方は頸部を挙げ、へそを覗き込
むように挙げましょう。

２) ブリッジ（お尻挙げ）
回数は20回、2セット程度が望ましいです。腹筋同様息を止めずに行いま
しょう。※痛みがない範囲で挙げましょう。痛みがない方は、出来るだけ高く
挙げること意識して行ってください。

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

２



～お好み焼き作り～
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介護フロアでは、秋のおやつ作りとして“お好み焼き''作りに挑戦しました♪
ボウルに卵を割り、材料を混ぜて生地を作り、ホットプレートで焼いてトッピングま

で、皆様に分担していただきました。
途中、ジュウ～という音と良い香りに、焼き具合を何度も気にしながらワクワク楽し

みながら作りました。皆様、美味しいと笑顔で召し上がっていただけ、出来たてのお好
み焼きの味は大好評でした！！ （久保）

ホットプレー
トを温めて

まずは生地
作り

生地を焼い
ていきます

何度かひっくりか
えしながら

完成です

おいしそ～
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今回で3回目となったアレンジメント制作です！写真は制作に集中されている様子な
どをピックアップしてみました。参加希望者が回数毎に増えてきているのも、さること
ながら、前回から継続して参加されている方は、さすが手慣れた様子。表情は真剣その
もの！初めての方も、完成までをワクワクしながら楽しんでいただけたようです。
次回は年明け以降になるか予定ですが、また、お知らせ致します。ご期待ください♪
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予防フロアでは11月の3日間、恒例となっている脳トレ体操
を行いました。普段リハビリで使用している平行棒に皆さん集
まり、リハビリの先生の指導のもと楽しく運動をしました。
脳トレ体操は、脳を使い考えながら行う体操で、認知症予防

にも効果的であるといわれています。単純な動きと複雑な動き
を組み合わせることで、頭を使いながら運動します。たとえ間

違ってしまったとしても大丈夫。考えて動くことが大事なのです。一緒に運動した予
防スタッフもぎこちない動きになり笑いを誘っていましたね。参加された皆さんから
も、楽しく運動できたと感想をいただきました。
適度な運動と人との交流が認知症の予防になります。これからもリハビリを頑張り

ながら、仲間との楽しい時間を過ごしていきましょうね。 （松尾）

ケガをしないように・・・念入りな準備体操からはじめます

体があったまったところで・・・いよいよ、開始です！！！



１１月は前半が『ご当地料理』 後半が『ご馳
走丼』で提供致しました。
ご当地料理は大阪の串カツ、名古屋のきしめん、

北海道・富良野のオムカレーを、ご馳走丼は海鮮
丼、あなごちらし、冬の天丼をご用意しました。
串カツは彩りきれいだね、と喜びの声をいただ

き、海鮮丼もおいしかったと好評でした！

通所リハビリ １１月の行事食

11月の予防行事食週間は『贅沢どんぶり』
でした！！牛鍋丼・エビ天丼・海鮮丼・まぐ
ろネギトロ丼・サーモン丼を日替わりで提供
いたしました！特に海鮮丼が利用者様から好
評で、皆さん完食されていました！！

皆さんはUSBメモリ（フラッシュメモリ）を使ったことがありますか？指先ほどの
大きさの小さなパソコン周辺機器ですが、写真であればおよそ数千枚、ビデオであれ
ば数十分のデータが保存できる物です。

60年ほど前は巨大な装置（写真）でも5MBしか容量がありませんで
した。写真3枚が入るか入らないか程度です。現在、USBメモリは安い
もので1000円程度、量販店で簡単に購入できます。60年前のエンジニ
アが見たらきっと開いたアゴが二度とふさがらないでしょう。
さて、USBメモリに大切なお子様やお孫様の写真や重要な文書など長期間保存して

いる方も多いかと思いますが、いくつか注意しないとデータを失う危険もあります。
USBメモリはデータを電気にして溜め込むことでデータを保存します。ちょうど充電
池に似ていますが、欠点もとても似ています。
充電池は使い続けると劣化し使えなくなります。USBメモリも同様に使い続けると

劣化し、データを読み書きできなくなってしまいます。また、充電池は使わず放って
おくと電気が揮発し、徐々にカラッポの状態になります。USBメモリも同様に長期間
使わないと、電気で記録されたデータが揮発し読み込みができなくなってしまいます。
USBメモリは充電池ほどデリケートではないので、このような不都合は充電池と比較
しとても起きにくいですが、注意は必要かと思います。

USBメモリだけでなく、CD―Rやハードディスクなど、複数の
記録メディアに同じデータをコピーして保管することが、大切な
データを長期間保存するポイントかと思います。
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今月は ・・・ 理学療法士 中田 裕弥

海鮮丼

サーモン丼

海鮮丼

大阪名物 串カツ



7

皆様こんにちわ。今年最後の九州場所は白鵬が40回目の優勝を飾り、
幕を閉じましたが、場所中に横綱日馬富士の暴行問題が大きくニュース
で取り上げられ、場所後に引退となりました。そのため現在横綱は白鵬、
稀勢の里、鶴竜の3人となり、大関は高安、豪栄道の2人となっていま
す。今年は怪我での休場者が多く、稀勢の里が横綱となって以降４横綱
が揃って千秋楽を迎えることができませんでした。来年こそは3横綱2
大関が揃って千秋楽を迎えられることを期待したいと思います。

今回は『行司』について簡単にご紹介したいと思います。
『行司』は各相撲部屋に所属しています。主な仕事として土俵上で両力
士の取り組みを裁くことばかりが目立ちますが、その他にも土俵入りの
先導役、土俵祭の司祭、場内放送、取組編成会議・番付編成会議の書記
等を行っています。また巡業中の交通機関・宿泊先の手配や冠婚葬祭の
仕切り等、裏方の事務仕事も行っています。取組の際に審判のように見
えますが、進行役であり物言いがついた場合、勝敗の決定権は持ってい
ません。
『行司』にも階級があり、最高位は

「木村庄之助」、次位「式守伊之助」と
なっています。
現在「木村庄之助」は2015年に37代目が
引退されてから襲名者なしとなっており、
「40代式守伊之助（宮城野部屋）」が結びの
一番を取り仕切っています。
しかし40代式守伊之助さんはミスが多く、
３場所連続４度軍配ミス（勝った側を間違える）
ことがあり出場停止処分になったことがあります。
そのため中々最高位を襲名することが出来ません。
場所中は関取にばかり、目がいってしまいますが、
行司の階級によって身に着けてる物、
服装に違いがあるため、興味がある方は
来年の1月場所で是非見て下さい。



相談室からこんにちはVol.号外

８

先ずはご報告です。
H27年1月より約2年間に渡り、当施設は在宅強化型老健として運営して参りました
が、11月の実績において一部の要件をクリアする事が出来ずH30年1月より従来型
老健として機能する運びとなりました。
利用されている方にとってサービスの質の低下となる訳ではございませんのでご安
心下さい。また、利用料金も若干安くなるのでご家族様にとっては好都合かもしれ
ません。
ただ、老健とは、高齢者が在宅復帰できるようリハビリをしながら生活をサポート
していくもので、主に医療機関を退院後に使われます。退院後から在宅復帰までの
期間利用するため1ヵ月～3ヶ月程度（当施設ではもう少し長く3ヶ月か～半年）の利
用や、ご家族様のレスパイト（介護負担軽減）やリハビリ入所（3ヵ月間は平日は毎日
リハビリが可能）・「何度でも利用できる」が他の介護保険施設とは違ってくる所かと
思います。
強化型老健は「半年で在宅復帰率50％以上」「３ヵ月でベッド回転率が10％以上」
「3ヵ月で要介護４～５より上の利用者が35％以上」の条件を満たさなければなりま
せん。 退所後の自立に重きを置き、なおかつ介護報酬も高めに設定されているの
が在宅強化型の老健です。
そんな在宅強化型ですが、現在のところ収益差率は実はあまり高くなく、特に従
来型は在宅強化型の収益差率は低くなっています。原因は色々とあります。
回転させるという事はベットを空けなければなりませんし、特養の入居待ちで短期間
だけ老健を使う人が増え、本来の利用のされ方とずれていまったり、空いていなけれ
ば本当に必要としている方が利用出来ないという事になります。
こうした問題点を来年4月の介護保険法改正の際に老健は退院後の在宅復帰を
サポートするもので、在宅強化型をより強化し、リハビリ性を高めて本来の老健機能
を強めようという考えもあるようです。
医療機関退院後、もしくはご家族様のなんらかの有事にはエスポワールを利用し
て頂き、退所後の高齢者がどのように過ごせるかは、老健での生活リハビリにかかっ
ているという意識を今以上に職員間においても共有して行かなければと思っており
ます。
リハビリ室だけでのリハビリではなく生活の中でも恐る恐るケアワーカーのもとで実
践し、その毎日がご本人様の自信にもつながっていく事で１つのベットが今まで以上
に多くの方にご利用頂き、困った時にはお互い様という精神のもとベットを皆様で
シャアして頂きエスポワールの役割が鮮明になればと思います。
その為にも、年内に強化型老健の要件をクリアしてまた、来年1月より強化型老健
として一番大切な一人ひとりのソフトの部分も生まれ変わる事が急務となっておりま
す。 皆様には、料金が少し高くなる心苦しいお話の裏にはこういったメリットがある
と笑顔でお伝え出来ればと年の瀬に思います。本年もお世話になりました。良いお
年をお迎えください。

記：支援相談員 佐藤



行 事 案 内

編集後記

○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

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

12/ 6 （水） 13:30～14:30 書道教室（入所者） 2Fフロア

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

12/14  （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

12/15  （金） 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

12/16 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

12/ 20 （水） 13:30～14:30 書道教室（入所者） 2Fフロア
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早いもので今年も残すところ僅かと

なりました。皆様はどのような年末を

お過ごしですか。

師走の12月は、まさに字の如く月日

が走り去るように過ぎていくような気

がしますね。この時節になると「あれも

これもしなければいけない」と気持ち

だけが先走り、日頃はすんなり抜けら

れたことでも気持ちが焦っていると、

なかなか上手くいかないことが多いも

のです。多忙なスケジュールで無理を

すると体調をくずしてしまうこともある

ので、自己管理を大切に慌しい年末

を乗り切りましょう！

今年一年、エスポワール北広島に

関わって下さった皆様方ありがとうご

ざいました。良いお年をお迎え下さい。


