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今月号の



ひな祭り。。。老いも若きも雛祭り。。。

3月5日、ひな祭りにて利用者様とお祝いをしました。ひなあられ、
甘酒を用意し、皆様に召し上がっていただきました。
普段あまり口にしない甘酒は好評で「おいしかった。」との声も聞
かれました。

また豆知識ですが、桃の節句、由来は旧暦の3月3日の頃に桃の
花が咲く頃だったためだとされており、古来節句（季節の変わり
目）ごとに厄払いをする風習があったそうで、桃は魔除けの効果を
持つとされていたようです。

女性の皆さん、いつまでも輝いていてくださいね！
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リハビリ通信

記：矢野貴幸

皆様こんにちわ。今回は『握力』

についてお話します。『握力』を意識

して鍛えている方はいますか？

握力は手首から肘までの前腕筋に

より発揮されます。握力は測定が簡単で身体の他の筋肉との相関関係が高いことか

ら、全身の筋力を知る指標とされています。全身の筋力が衰えている場合は特に握

力に顕著に現れやすく、握力が弱い＝全身の筋力が衰えている可能性が高いと関

連付けられます。

最近のアメリカの研究では同年代の男女の平均より握力が強い人は約40%脳卒中

等の発生リスクが低いと発表しています。

年齢別の握力の平均では60～70歳の男性は40～35kg、女性は25～22㎏、80歳以

上では男性25㎏、女性15㎏となっています。最近ペットボトルや瓶の蓋が開けにくい

と感じる方は是非下記の運動を行ってみましょう。

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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・タオル絞り

①フェイスタオルを一枚用意します。

②座っている姿勢又は立っている姿勢の状態で下の図のように、タオルを絞ります。

空のフェイスタオルでも可能ですが、負荷が足りない方は濡らして行っても良いです。

③このタオルを絞った状態を30秒～1分間維持します。これを2～5セット行いましょう。

注意点：呼吸を止めずに行いましょう。数を声に出して行うと自然に呼吸が出来ます。



栄養科通信

記：後藤管理栄養士

～食はココロ。色はマゴコロ～

うどは90％以上が水分で構成されてい

る為、低カロリーでダイエットにも最適で
す。全体的に重く、太さが均一で、香りが
強いものを選ぶのがオススメです。

季節の野菜レシピ

～うどの金平～

～材料（2人分）～
・山うど 60ｇ
・酢 適量
・人参 30ｇ
・竹輪 1本
・ゴマ油 小匙1
★醤油 小匙2
★砂糖 小匙2
★みりん 大匙1
・いりゴマ 少々

～作り方～

①うどの表面の産毛を包丁の背でこそげ落とし3ｃｍ幅に切る。

②皮を厚めに剥き、皮も茎も両方千切りにして酢水に入れ、ア

ク抜きする。

③人参・竹輪を千切りにする。

④フライパンにゴマ油を熱し、②③を入れて炒め、軽く火が

通ったら★で味付けし、水分が無くなるまで炒める。

⑤最後にゴマを振りかけたら完成です。
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お知らせ事務所よりお知らせ

シャトルバス停留所について

早春の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上

げます。日頃より、当法人の活動・運営にご理解ご協力頂き誠にありがと

うございます。

さて、シャトルバス停留所について、平成30年3月より『ワッツ調剤薬

局前』には停車しないこととなりましたので、お知らせ致します。その他

停留所に関しましては、これまでと同様に停車致します。尚、時刻等に変

更はございませんので、宜しくお願い致します。

当法人シャトルバスは北広島駅便、大曲便、希望ヶ丘便の三方面があり

ます。詳しい時刻表は受付にございますので、ご利用の方はお立ち寄り下

さい。ご不明な点などがございましたら下記までお問い合わせ下さい。

エスポワール北広島 総務課 ℡ 011-376-3911
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「節分」とは立春の前日をさし、古くは立春が一年の
始まりだったそうです。元々は一年に4回（四季）行
われており、季節の分かれ目には邪気が入りやすいと
されていました。福徳を願って恵方巻きを食べること
にも、災いを払うように豆をまくことにも、しっかり
と意味があるのですね。

今年デイケアでは、「恵方巻きロール」という、あ
んことクリームを生地で丸めたおやつを作りました！

見た目は可愛く、小さく食べやすいので甘さも丁度
良かったのではないでしょうか。今年の恵方、「南南

東」を向いて、みんなでパクリ！
そして、玉入れをしながらの鬼退治は盛り上がりましたね。ひょこっと現れたのは愛

らしい鬼♪そして怪しすぎる面をつけた鬼！？の登場で、会場からは賑やかな笑い声と
叫び声に包まれ、良き雰囲気でした。尊ばれる大切な日を、デイケアの皆様と共に過ご
せたことに感謝です。

暖かな春の足音もだんだんと近づいてきているようです。 （山口）
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鬼の色によって 退治したい事もちがいます

みなさんで 恵方巻きロールを作りました！！！

最後は南南東を向いて・・・・・パクリ
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2月14日はバレンタインデーでした。
予防フロアでは2月５日から9日まで、チョコとお菓子の詰め合

わせを、メッセージカードを添えてスタッフから皆様にお渡しし
ました。

Happy Valentine’s Day with Lots of Love!
（たくさんの愛をこめて、バレンタインデーおめでとう！）

今回の手芸ボランティアでは、ペットボトルの蓋を土台にして作った可愛い帽子
に、小さなお花を飾り付ける作業を皆さんで行いました。帽子にはストラップがつ
いているので、カバンなどにぶら下げてお出かけしましょ～(*´ω｀*)



２月はあつあつ鍋と日替わり海鮮づくし
御膳をご用意致しました！

あつあつ鍋は「おいしいね」とお替わり
する方が多く、寒い季節にとても喜ばれて
いました。海鮮づくし御膳では、お刺身５
種御膳、海鮮生ちらし御膳、蟹づくし御膳
を提供し好評でした！

通所リハビリ ２月の行事食

2月の予防行事食週間は、前回人気があった
『あつあつ鍋週間』を実施いたしました！

1人用の土鍋を使用して、熱々の鍋を日替わ
りで提供いたしました。中でもキムチ鍋は、
『スープの味が辛過ぎず丁度良い』と好評で、
皆さん完食されていました。

私には、中学校一年生と小学校三年生の娘がいます。娘達に、どうやったら介護の仕事を
知ってもらえるだろうかと思っている時に、中学生の娘が学校で、市からの認知症サポー
ターの授業を受けさせてもらいました。オレンジリングを、リュックに付けています。

先日、小学生の娘が、学校から「ケアニン」という映画の上映会のお便りを持ってきまし
た。これはチャンスと思い、娘と一緒に上映会に行ってきました。

お話の内容は、『高校卒業後、これといってやりたいことがなか
った男の子が、漠然とした理由で介護の専門学校に入学。卒業後、
小規模介護施設で働くことになりました。認知症の高齢者たちと上
手にコミュニケーションが取れず、悩む日々が続くなか、初めてメ
インで認知症の女性を担当することになりました。試行錯誤しながらも、先輩スタッフたち
の協力もあり、「なんとなく」で始めた介護の仕事が、いつしかやりがいのある仕事に変わ
り、向き合うようになり、成長していきます。誰もが必ず直面する「介護」について、大切
な「家族」について考える』というお話でした。

幼稚園の先生をしていた認知症の女性が、ケアしていくことにより昔を思い出し、オルガ
ンで音楽を弾き、子供達が歌を歌う場面がありましたが、とても感動しました。一緒に観に
行った娘が、「お父さんとお母さんは、認知症の話をするけど、何を言っているかが、分か
らなかった。この話で、認知症がどういうことかが分かったよ。お母さんは、ケアニンなん
だね！」と言っていました。

子供にとっても、勉強になった映画だったようです。この映画の中で、「一緒にご飯を食
べていてあげたらなあ。」と後から、家族が気付く場面がありました。時間は、後では戻っ
てきません。ここエスポワールのデイケアで、過ごしていただく毎日の時間を大切にしてい
きたいと感じました。これからもエスポワール北広島のデイケアをよろしくお願い致します。
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今月は ・・・ 介護福祉士 今荘 塔子

塩ちゃんこ鍋

味噌鍋

【蟹づくしご飯御膳】

あつあつ鍋



皆様こんにちは。いよいよ大阪場所が3月11日より始まります。今回発表された番付表では貴景

勝、阿武咲は前頭へと番付を下げる中、1月場所で優勝を果たした栃ノ心が前頭3枚目から西関脇へ

番付を挙げています。大阪場所は優勝が狙える力士が揃っています。今回は最近勢いのある若手

の中でも大関昇進が期待される『御嶽海』をご紹介します。

四股名：御嶽海 久司（みたけうみ ひさし）

本 名：大道 久司（おおみち ひさし）

所属部屋：出羽海部屋(でわのうみ)

生年月日：平成4年12月25日（25歳）

出身地：長野県

身長/体重：180cm/164.4kg

番 付：関脇（H29年7月場所より）

得意技：突き・押し

貴幸のココ★

『御嶽海』は父が日本人、母がフィリピン人という家庭に生まれました。

小さい頃は自然に囲まれた長野県で父親と一緒にキノコやタラの芽を山で

採ったり、アユ・イワナを川で釣ったりと外で活発に遊んでいました。相撲

を始めたきっかけは小学１年生の時に出場した村の相撲大会で自分より体格

の小さな相手に負けたことがきっかけで負けず嫌いの気持ちに火がつき、相

撲にのめり込むようになったそうです。その後は東洋大学へ進学し、個人タ

イトル15冠、学生横綱、アマチュア横綱と優秀な成績を収めますが、プロ

に行く決心が付かず、公務員試験を受け和歌山県庁に内定が決まっていまし

た。しかし、2つ上の遠藤関が活躍する姿を見て、自分はあの人といい勝負

をしていたんだよなぁーと考えると湧き上がるものがあったのと、出羽海部

屋の再興に力を貸して欲しいと親方から頼まれたのが重なり、角界入りを決

心しました。その後は猛スピードで番付を駆け上がり、2015年3月場所の

初土俵から2年で関脇となり現在では大関候補の筆頭となっています。番付

が上がるのが早すぎて、自分が兄弟子を指導しなければならない立場となっ

た際には、とても苦労したそうです。1月場所では初日から7連勝の後黒星

が続き、なんとか13日目で勝ち越しを決め8勝7敗で終えました。大関を目

指すなら二桁勝利を目標に今場所も頑張ってもらいたいです。
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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

3/ 3 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

3/ 7 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

3/ 14 （火） 14:30～15:30 お茶会（介護通所者） 悠々ﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

3/ 17   （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

3/ 22 （木） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

９

みなさん、こんにちは！！入所3階で働い

ている中城真里香です。妹はデイケアで働

いており、エスポワールで姉妹で働かせて

もらっています。

今回リレーで何を話そうか迷いましたが、

私が大好きな飼い猫について話したいと思

います。我が家には13年前に近所で拾って

きた2匹の猫がいます。１匹は白い体に水

色の目をした猫で、もう1匹は茶色い体に足

4本が白く靴下を履いているような猫です。

猫を飼ってからは猫が好きになり、今では

スマホケース、財布、ネイルまで猫にしてい

ます。（笑） 休みの日は猫カフェにも行って、

家でも外でも癒されています。

今はまだ２匹でケンカしたり、階段にもの

ぼれていますが、年齢を考えると徐々に

弱っていくのかなと思うので、猫にかまって

もらえるうちは、いっぱいかまってもらって少

しでも元気に過ごしてほしいなと思います★


