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「夢」
「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

デイケアで外出レクに行ってきました。皆様の「食べに行きたい！」も応援します

デイケアの外出行事が続いています。6月は外食を中心に、回転寿司や焼肉、ステー
キを食べに出掛けてきました。特に皆様からご要望が多かったお寿司は、店舗を変えな
がら、恵庭市内を中心に回ってきました！談笑しながらお腹いっぱい。帰りがけには花
ロード道の駅に立ち寄る時間を作り、お買い物なども楽しんで来れましたね。さて、外
出行事としては７月が最後となります。ドライブやお買い物への外出が始まっています。
日和はやはり気になるところですが、まずは何より体調だと思います！しっかり食べて、
よく眠りましょう。そして水分をとりながら、暑い日々も乗り切っていきましょう!(^^)!
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デイケアをご利用の皆様へ お願い

介護保険の自己負担割合（１割・２割・３割）の
確認のため、新しい「介護保険負担割合証」が届き
ましたら、デイケアの連絡ポーチの中に入れてご持
参をお願い致します。

デイケア 支援相談員



２

入所行事「父の日」のお祝い

6月17日に入所者様と父の日のお祝
いをしました。先月は女性にカーネー
ションを手にした写真をカードにしまし
たが、男性には靴下をラッピングし、プ
レゼントをお渡ししました。皆さんとて
も喜んでいらっしゃいました。
一家の大黒柱として頑張ってこられた

お父さん、今までありがとうございます。
これからはのんびりとお過ごし下さい。

新コーナー 「ぐっさんの ドリル」

前号から開始しました、新コーナーです！初回は、「春」に関する三択クイズでした。
①春の野草の一つ、「ツクシ」。漢字で書くと？

答え：１ 土筆～当て字で地面に筆を立てた様にみえることから
②「春告鳥」とはどんな鳥をさしていますか？

答え：２ ウグイス
③春の選抜高等学校野球大会を主催している新聞社は？

答え：２ 毎日新聞
④春の季語は次のうちどれ？

答え：２ 風光る～「風青し・風薫る」は現在は夏の季語として用いられます。

① A：打つ B：指す

1.将棋を（ ） 2.囲碁を（ ） 3.横手を（ ） ４.掌を（ ）

② A：手 B：足

1.二の（ ）を踏む ２.喉から（ ）が出る

３.一挙（ ）一投（ ） ４.頭寒（ ）熱

③ A：犬 B：猫

１.（ ）をかぶる ２.（ ）の遠吠え

３.（ ）の額 ４.（ ）に論語 答え解説は次号で

今月は、言葉の二択問題です。A・Bどちらが正しく当てはまるでしょうか？
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予防フロア ～外出レク～

皆さんこんにちは。予防フロアです。
今年もやってきました外出レク！今回は回転寿司の銀次郎北広島店にお邪魔しまし

た。計4日間の日程でお出かけしましたが、天候にも恵まれ気持ちよく過ごす事がで
きました。
肝心のお寿司もネタが大きく新鮮でしたし、サイドメニューの汁物やデザートも充

実していて、とてもおいしかったです。キンキンに冷えたビールで乾杯される方もい
らっしゃいました。美味しそ～(*^^*)
予防フロアでは外出レクを年2回計画しております。次回は10月頃を予定していま

すので、行ってみたい所や食べたい物がありましたら、お気軽に職員にお伝えくださ
いね('ω')ノ

https://sushi-ginjiro.jimdo.com/
https://sushi-ginjiro.jimdo.com/


４

ディケア介護フロアで働かせて頂いております山口彩です。入職して1年が過ぎましたが、
半日勤務で週に２～3回しか登場しない為、特に予防フロアの皆様とは、朝の送迎バスでた
まーにお会いすることしかできず、まだ私のことを認識していない方々もいらっしゃることと
思います。そんな中、このエッセイの順番が回って来ましたので、これを機に知って頂けたら
幸いです。
去年、私の妹が結婚して千葉県に引越しをしてしまいました。妹に

とても懐いていた私の子供達は、それはそれは悲しみ、結婚式の時は
姉の私よりも先に泣いてしまうほどでした。妹はいつ帰ってくるのか？
と待ち望む子供達を前に、私は考えました。
よし！こっちから千葉に会いに行こう！そして、せっかくだからみ

んなでディズニーランドに行こう！と。
世間の皆様は気軽に行けちゃうディズニーランドかも知れませんが、

私にとっては夢のような話であります。数ヶ月間、お給料を貯めて貯
めて貯めて…（笑）、ついに家族で初めてのディズニーランドに行って
きました。
お天気に恵まれ、久しぶりに会えた妹と楽しそうにアトラ

クションを乗る子供達の笑顔を見て、私も本当に楽しかった
ですし、パート勤務ではありますが、働き続けるということ
は、こういった楽しみの継続ができるのかもしれない、と励
みになりました。
さて、私のお財布が軽～くなってしまったので、また家族

と楽しく遊ぶ為に母ちゃんお仕事がんばるぞ！皆様、まだま
だ未熟でご迷惑をかけることもありますが、今後ともよろし
くお願いします。

今月は・・・介護福祉士 山口 彩
デイケア担当者によるリレーエッセイ

デイケア行事食 のご紹介

今月予防では『変わり寿司』週間を実
施致しました。カップ寿司やドーナツ型
の寿司など、普段とは一味違うお寿司を
日替わりで提供し、利用者様からは『食
べるのがもったいないくらいキレイ！』
とのお声をいただき、大変好評でした!!

今月の行事食週間は、「丼ぶり週間」とし
て、かつ丼やロコモコ丼など食べ応え抜群の
メニューをご用意いたしました。
また、７月１４日は北海道神宮祭の始まり

の日だったので、五目ちらしを提供いたしま
した。利用者様からは、夏が始まるねぇと喜
んで頂くことができました。

カナッペ寿司

変わり巻き寿司

かつ丼

五目ちらし
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皆様のご参加をお待ちしています！！

北広島市にし高齢者支援センターから、地域で行っているイベントの案内がありまし
た。今回は、お孫さんと一緒に参加できるお祭りや、申し込み不要で参加できるつどい
のご案内です。今後も、皆様の家の近くで行われているイベントをご案内していきます。

エスポワール北広島では、毎月最終土曜日に、エスポーツクラブを
開催しています。「いきいき100歳体操」をしたり、「ふまねっと」
をしたり。最後はおしゃべりをして、笑顔で帰って頂ければと思って
取り組んでいます。

次回は・・・

平成 30年 7月 28日（土）
13：30～

エスポワール北広島 １階

当日、直接会場にお越しください



今回は自宅で簡単に出来る

『四つ這い運動』をご紹介します。

四つ這いを無理なく取れる方は是非行ってみて下さい。

体幹（背中・お腹）の筋肉を鍛えることができ、腰痛

予防にも効果があります。また身体の中心を鍛えるこ

とで身体全体のバランス能力の向上にも期待出来ます。

１．足や手を伸ばしても障害物にぶつからない広い所で四つ這いの姿勢を取ります。

この時頭を少し上げ背中が丸くならないよう注意します。下の図のような四つ這い

姿で 運動を行うことで腹筋にも力が入り、体幹の筋肉をより効果的に鍛えること

が出来ます。

２．四つ這いの姿勢で片手を上げ5～15秒数えます。これを左右行い、次に片足を上

げ5～15秒数えます。これも左右行います。出来るだけ片手や片足を上げている際

も、背中が丸くならないよう注意して行います。これを3セット程度行います。

あくまで目安なので無理のない範囲で行って下さい。

３．片手や片足を上げるだけでは、簡単だと感じた方は下の図のように対側の片手・片

足を同時に上げ5～15秒数えて行ってみましょう。この時頭が下がったり、背中が

丸まらないよう注意して下さい。

記：矢野貴幸

リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～
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イトーヨーカドー様による訪問販売「あんしんお届け便」！！前回は今年度

最初の訪問販売ということもあり、沢山の方にご利用いただき、皆さん楽しそ

うにお買物されていました♪７月の訪問販売日時は下記の通りです。

◆日 時：平成30年7月20日（金）

１２時４５分～１４時１５分

◆場 所：エスポワール北広島１Fエントランス

事務所よりお知らせ

栄養科通信 季節の野菜レシピ ～なす～

なすの皮に含まれる『ナスニン』という成分には強い抗酸化力があり、がんや生活習

慣病のもとになる活性酸素を抑える作用があるとされています。なすは冷蔵庫に入れて

おくと低温障害を起こしやすい為、冷暗所に保存し、なるべく早く使うことをオススメ

します。

～材料（2人分）～

・なす 40g

・油 小匙1と1/2

・麺つゆ 100cc

・水 120cc

・砂糖 小匙2

・ｿｰﾒﾝ(乾) 150g

・ネギ 10g

・白ごま 適量

～作り方～

①なすを1ｃｍ厚さのイチョウ切りにする。

②フライパンに油を熱し、①を炒める。しんなりしたら、

麺つゆ・水・砂糖を入れ、沸騰して砂糖が溶けたら火か

らおろして粗熱をとり、冷蔵庫で冷やす。

③ソーメンを茹でて冷水でしめ、ザルに上げる。

④②にお好みで小口切りにしたネギ・白ごまを入れたらつ

け汁は完成です。③のソーメンをくぐらせてお召し上が

り下さい。



行 事 案 内

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

7/ 7 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

7/10 （火） 14:00～14:55 歌声サロン（入所者） 3Fフロア

7/11 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

7/20 （金） 12:45～14:15 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ訪問販売（参加自由） 1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ

7/21 （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

7/24 （火） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア
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こんにちは。３階の安藤純子です。友人マダム達との昼食会で各々の近況報告をした。「家の
旦那は～」とか、「家の子供は～」とか私には縁遠いお話で、「ほぉ～」とか「へぇ～」でやり過ご
していた。マダム達がひとしきり話し、冷めかけていた食事を食べ始めると「で、最近のあなたは
どうなってるの？」と振ってきた。「私、今バイクの免許取りに行ってるの。」ある者は口に入れよ
うとしたチビトマトをポロッと落とし、ある者はワインを噴出し、そしてある者は額に手を当て溜息。
・・・って言うか溜息かよ。なんだよ。「だってあなた小さいじゃない！」・・・もっと小さい人も取って
るよね？足届くし。「だってあなた昔、クラスの男の子の新車のスクーター､ウイリーしてぶつけて

壊してその子泣かしたじゃない？」・・・ああそうさ。そんな事もあったさ。どうしてウイリーしたか未
だに解明してないけど、今は２つのタイヤで走れるようになったわ。「あなたいくつになったと思っ
てるの？」・・・おいおいマダム？年齢を持出すのか～い？What a senseless!「あなた骨折ったで

しょう！」・・・確かに１年前にな。雨の日にはジクジクするけど、もう普通に仕事してるって！「あな
たはいつも唐突なのよ。海外に行く時も・・・」・・・それはもうバイクの話じゃなくなってるよねぇ～マ
ダム？心の中ではこんな抵抗をしていたが、表っ面では「はい、はい」と聞いていた。が、次から
次とお小言が出てくる。それはまるで日頃から言っているであろう旦那や子供に対するお小言み
たいに。どうにかしてこの悪い流れを断ち切らなければ!!ワールドカップのあのサッカー選手みた
いに!!そしてシュートだ!!「どうする？私が不二子ちゃんみたいにライダースーツを身にまとい颯爽
とバイクに乗って、皆の前に現れたら!!惚れんなよぉ～」どうだこのシュート!!決まっただろう!!・・・

と思ったのもつかの間。ある者は天を仰ぎ、ある者は頭を抱え再び溜息の嵐。「不二子ちゃんっ
て・・・あなたどこの世界の方？」シュートは決まらずポールに当たり空高く飛んでいった。新たな
お小言が始まった事は言うまでもない。しかし良い所でこぼれ球。「怪我だけしなければ、この年
になっても湧き出る好奇心は感心するわぁ～。不二子姿は見たくないけど」Thank you nice
rebounds!!その言葉ありがたく受け止め、無傷でバイクの免許を取得する事を誓います。そして
これからも湧き出る好奇心や探求心の泉を涸らす事無く、ことごとに満たし続けていきます。

リレーエッセイ


