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 FAX：043-234-5119

シャローム若葉 若松 

千葉市あんしんケアセンター 桜木

シャローム若葉 桜木本部 
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 FAX：043-235-4868

第２デイサービスセンター 

 FAX：043-235-4850
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～家族の会サロンより～

 家族の会サロンは
あいサロン
 介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で
も受け付けております。
 美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております
ので、お気軽にお立ち寄り下さい！

今後の予定

展示作品募集中！ 

 大変残念
をご紹介
 暑い
にお立
と思います

今年４月より赴任した磯部牧師による追悼メッセージ

日に桜木事業所３F

この１年の間に、お亡くなりになられたご利用者

お姿をスクリーンに映し出しながら、

ご利用者の生前のお顔を思

い浮かべながら、しめやかにお祈りをさせていただ

28 年度偲

                                                                          

オリンピックが開幕しました。
仕事から帰宅すると丁度試合が始まると言うのは、仕事中に競技が行われるよ

りは、ある意味ありがたい時差でもある様な…？

 「こんにちは」

ふれあいサロンに作品を展示してみませんか？
詳しくはこちらまでお問い合わせ下さい。
電話番号 

～家族の会サロンより～

家族の会サロンは
あいサロンにて 13

介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で
も受け付けております。

美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております
ので、お気軽にお立ち寄り下さい！

今後の予定   

大変残念ではありますが
紹介する事
い時期ではございますが
立ち寄り頂
います。 

今年４月より赴任した磯部牧師による追悼メッセージ

年度偲ぶ

                                                                          

開幕しました。開催地のリオデジャネイロ
始まると言うのは、仕事中に競技が行われるよ

りは、ある意味ありがたい時差でもある様な…？ 寝不足には注意します。

「こんにちは」 2016 年 8

ふれあいサロンに作品を展示してみませんか？
詳しくはこちらまでお問い合わせ下さい。

 ０４３－２３５－４８６６

～家族の会サロンより～

家族の会サロンは毎月第３木曜日に若松事業所ふれ
13：30～15

介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で
も受け付けております。 

美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております
ので、お気軽にお立ち寄り下さい！

   ８月１８日

ではありますが
事が出来ません

ではございますが
頂き、お近くでご

今年４月より赴任した磯部牧師による追悼メッセージ

ぶ会 

                                                                          

リオデジャネイロ
始まると言うのは、仕事中に競技が行われるよ

寝不足には注意します。

8 月号 編集・発行

ふれあいサロンに作品を展示してみませんか？
詳しくはこちらまでお問い合わせ下さい。

０４３－２３５－４８６６

～家族の会サロンより～ 

毎月第３木曜日に若松事業所ふれ
15：00 まで

介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で

美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております
ので、お気軽にお立ち寄り下さい！ 

８月１８日  ９月１５日

ではありますが、紙面の都合上
ません。 

ではございますが、是非ふれあいサロン
くでご覧になって

今年４月より赴任した磯部牧師による追悼メッセージ

                                                                          

リオデジャネイロとの時差は
始まると言うのは、仕事中に競技が行われるよ

寝不足には注意します。（N） 

編集・発行 広報委員会

ふれあいサロンに作品を展示してみませんか？
詳しくはこちらまでお問い合わせ下さい。

０４３－２３５－４８６６ 

毎月第３木曜日に若松事業所ふれ
まで開催中です！

介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で

美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております

９月１５日

都合上、全作品

ふれあいサロン
になって頂ければ

今年４月より赴任した磯部牧師による追悼メッセージ
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詳しくはこちらまでお問い合わせ下さい。 

毎月第３木曜日に若松事業所ふれ
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介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で

美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております
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全作品
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ければ
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地域

 読者の皆さん、こんにちは。
 早いもので今年も暑い夏がやってきました。夏は
暑いものですが、涼しく感じる時が年々少なくなっ
てきているような気がします。水温の上昇により、
海水浴場では、毒を持った魚介類の出没があり、今
まで心配しなくても良かった事に注意を払う必要が
出てきました。海遊びに興じられる方は、十分にお
気を付け下さい。
 さて、今月号は趣向を変えまして、住宅ローンの
お話しをしたいと思います。職員の中にも結婚を機
に住宅を購入する方がいますし、共働き世帯が多く
なっている最近では気になる話題ではないかと思い
ます。
 夫婦で住宅を購入する場合、
、夫婦で折半する、収入の割合にする、など様々な
方法があります。住宅ローンの負担割合によって、
住宅ローン控除やすまい給付金に有利不利が生じる
場合があるので、国土交通省のサイトで「すまい給
付金」を検索し、いくら給付されるのかシミュレー
ションを事前に確認して損をすることが無いように
して下さい。
 物件の名義（所有権）に関しては、負担した自己
資金と住宅ローンの割合に応じて、共有名義とする
ことが原則となります。ローンの負担分と所有権の
持ち分割合に相違があった場合、税法上の贈与と認
定される場合もあるの
 夫婦で住宅ローンを組む場合は、夫婦各自が住宅
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地域と福祉

読者の皆さん、こんにちは。
早いもので今年も暑い夏がやってきました。夏は
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まで心配しなくても良かった事に注意を払う必要が
出てきました。海遊びに興じられる方は、十分にお
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場合があるので、国土交通省のサイトで「すまい給
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ションを事前に確認して損をすることが無いように
して下さい。 

物件の名義（所有権）に関しては、負担した自己
資金と住宅ローンの割合に応じて、共有名義とする
ことが原則となります。ローンの負担分と所有権の
持ち分割合に相違があった場合、税法上の贈与と認
定される場合もあるの

夫婦で住宅ローンを組む場合は、夫婦各自が住宅

                                                                          

いのちを敬い いのちを愛し

福祉のあん

読者の皆さん、こんにちは。
早いもので今年も暑い夏がやってきました。夏は

暑いものですが、涼しく感じる時が年々少なくなっ
てきているような気がします。水温の上昇により、
海水浴場では、毒を持った魚介類の出没があり、今
まで心配しなくても良かった事に注意を払う必要が
出てきました。海遊びに興じられる方は、十分にお
気を付け下さい。 

さて、今月号は趣向を変えまして、住宅ローンの
お話しをしたいと思います。職員の中にも結婚を機
に住宅を購入する方がいますし、共働き世帯が多く
なっている最近では気になる話題ではないかと思い

夫婦で住宅を購入する場合、
、夫婦で折半する、収入の割合にする、など様々な
方法があります。住宅ローンの負担割合によって、
住宅ローン控除やすまい給付金に有利不利が生じる
場合があるので、国土交通省のサイトで「すまい給
付金」を検索し、いくら給付されるのかシミュレー
ションを事前に確認して損をすることが無いように

物件の名義（所有権）に関しては、負担した自己
資金と住宅ローンの割合に応じて、共有名義とする
ことが原則となります。ローンの負担分と所有権の
持ち分割合に相違があった場合、税法上の贈与と認
定される場合もあるので、注意が必要です。

夫婦で住宅ローンを組む場合は、夫婦各自が住宅

お
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あんし

読者の皆さん、こんにちは。 
早いもので今年も暑い夏がやってきました。夏は

暑いものですが、涼しく感じる時が年々少なくなっ
てきているような気がします。水温の上昇により、
海水浴場では、毒を持った魚介類の出没があり、今
まで心配しなくても良かった事に注意を払う必要が
出てきました。海遊びに興じられる方は、十分にお

さて、今月号は趣向を変えまして、住宅ローンの
お話しをしたいと思います。職員の中にも結婚を機
に住宅を購入する方がいますし、共働き世帯が多く
なっている最近では気になる話題ではないかと思い

夫婦で住宅を購入する場合、ローンの借入名義は
、夫婦で折半する、収入の割合にする、など様々な
方法があります。住宅ローンの負担割合によって、
住宅ローン控除やすまい給付金に有利不利が生じる
場合があるので、国土交通省のサイトで「すまい給
付金」を検索し、いくら給付されるのかシミュレー
ションを事前に確認して損をすることが無いように

物件の名義（所有権）に関しては、負担した自己
資金と住宅ローンの割合に応じて、共有名義とする
ことが原則となります。ローンの負担分と所有権の
持ち分割合に相違があった場合、税法上の贈与と認

で、注意が必要です。
夫婦で住宅ローンを組む場合は、夫婦各自が住宅

当日は
お祭りを盛

                                                                          

http://www.shalomwakaba.com
 いのちに仕えることによって

しん懸け

早いもので今年も暑い夏がやってきました。夏は
暑いものですが、涼しく感じる時が年々少なくなっ
てきているような気がします。水温の上昇により、
海水浴場では、毒を持った魚介類の出没があり、今
まで心配しなくても良かった事に注意を払う必要が
出てきました。海遊びに興じられる方は、十分にお

さて、今月号は趣向を変えまして、住宅ローンの
お話しをしたいと思います。職員の中にも結婚を機
に住宅を購入する方がいますし、共働き世帯が多く
なっている最近では気になる話題ではないかと思い

ローンの借入名義は
、夫婦で折半する、収入の割合にする、など様々な
方法があります。住宅ローンの負担割合によって、
住宅ローン控除やすまい給付金に有利不利が生じる
場合があるので、国土交通省のサイトで「すまい給
付金」を検索し、いくら給付されるのかシミュレー
ションを事前に確認して損をすることが無いように

物件の名義（所有権）に関しては、負担した自己
資金と住宅ローンの割合に応じて、共有名義とする
ことが原則となります。ローンの負担分と所有権の
持ち分割合に相違があった場合、税法上の贈与と認

で、注意が必要です。 
夫婦で住宅ローンを組む場合は、夫婦各自が住宅

は、山本財務課長
り上げに参上

                                                                           

http://www.shalomwakaba.com
いのちに仕えることによって

け橋 

早いもので今年も暑い夏がやってきました。夏は
暑いものですが、涼しく感じる時が年々少なくなっ
てきているような気がします。水温の上昇により、
海水浴場では、毒を持った魚介類の出没があり、今
まで心配しなくても良かった事に注意を払う必要が
出てきました。海遊びに興じられる方は、十分にお

さて、今月号は趣向を変えまして、住宅ローンの
お話しをしたいと思います。職員の中にも結婚を機
に住宅を購入する方がいますし、共働き世帯が多く
なっている最近では気になる話題ではないかと思い

ローンの借入名義は
、夫婦で折半する、収入の割合にする、など様々な
方法があります。住宅ローンの負担割合によって、
住宅ローン控除やすまい給付金に有利不利が生じる
場合があるので、国土交通省のサイトで「すまい給
付金」を検索し、いくら給付されるのかシミュレー
ションを事前に確認して損をすることが無いように

物件の名義（所有権）に関しては、負担した自己
資金と住宅ローンの割合に応じて、共有名義とする
ことが原則となります。ローンの負担分と所有権の
持ち分割合に相違があった場合、税法上の贈与と認

夫婦で住宅ローンを組む場合は、夫婦各自が住宅

ローンを組むペアローンと、一方を主債務者として、
他方を連帯債務者とする連帯債務の住宅ローンがあり
ます。
 ローンの場合、返済途中で夫婦に万一のことがあっ
た場合に備えて、団体信用生命保険（以降、団信と呼
ぶ）の見直しを考えることも重要です。
 ペアローンの場合は、夫婦各自が住宅ローンを組ん
で団信に加入するので、仮に夫に万が一のことがあっ
た場合、夫の住宅ローンは完済されますが、妻のロー
ンは残ります。夫の収入はなくなるため、家計全体で
みると返済が厳
額を見直しておく必要があります。連携債務の住宅ロ
ーンの場合、「夫婦連生団体信用生命保険」（金融機
関によって名称は異なる）に加入することで、夫婦の
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今年は初めての試みで、ゲームは千本引きとスーパーボールすくいを行い、おやつはたこ焼きとかき
氷の屋台風に仕上げ、照明も工夫し、夕方のお祭りに来ている雰囲気を演出しました。ご利用者の皆
様はいつもと違う雰囲気に驚いておりました。そして美味しそうにたこ焼きとかき氷を召し上がり、
とても楽しんで頂けたと思います。
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29 日に納涼会を行いました。
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とても楽しんで頂けたと思います。

皆さん、こんにちは。桜木にある第１デイサービスの給食を担当している、「第１給
食」です。私たちの紹介をさせて頂きます。
スタッフ総勢４名、平均年齢
名）で、調理しております。
 一日の食事数はご利用者様・職員・配食合わせて平均
応数が多いのか特徴です。安心で安全な美味しい食事提供は当然ながら、ご利用者様お
一人、お一人の希望に添えるような食事提供を心掛けています。細かい作業の連続で大
変な時もありますが、美味しく食べて頂けるように工夫を重ねています。
 最近では、チャレンジメニューと題して、どんぶり物やパスタ・手まり寿司等のメニ
ューにも挑戦しています。
時々、デイルームにお邪魔している時がありますので、要望等お気軽に声を掛けてくだ
さいね。宜しくお願いいたし
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