虹の家

夏祭り

２０２０年
いのちを敬い いのちを愛し いのちに仕えることによって 神の愛の実現に奉仕する

HP／http://www.shalomwakaba.com

虹の家では、8 月 12 日にご入居者と職員で夏祭りを行いました。たこ焼き、ヨーヨー釣り、金魚すくい、
輪投げ、ボーリング、ビンゴゲーム等各種模擬店で、皆さん大盛り上がりでした。紙面では分かりません
が、祭囃子を BGM に、童心に返って楽しい夏の風情を楽しまれたようです。手作り神輿などの準備も参加
者全員で汗を流しました。今年は、コロナウィルスの影響で、本物の花火を観賞することは出来ませんが、
手作りの花火を壁一面に咲かせ「玉屋～」ならぬ「虹家～」と掛け声をかけながら、皆さん、楽しいひと時
を過ごすことができました。
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若葉放課後等デイサ
ービス・児童デイサ
ービス STEP+では今年
も福島から送られてき
た「ひまわりの種」を
育てました。ひまわり
畑では満開の花が咲
き誇っています。

地域と福祉のあんしん懸け橋

シャローム若葉
訪問介護
デイ

各サービス空き情報

現在満床ですが、日々状況は変化しておりますので、入居を
ご希望される方は、仮入居申込を随時受け付けておりますの
で、ご相談下さい。
空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なりますので、ご相談頂ければ対応させて頂きます。
月（〇） 火（〇） 水（〇） 木（〇） 金（〇） 入浴についてはお問合せ下さいますようお願い致します。
（月）〇 （火）〇 （水）〇 （木）〇 （金）〇
ご希望に副える様対応させていただきます。
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【編集後記】
8 月に入り、長かった梅雨も明け、夏本番！8 月生まれの私、夏は大好きですが暑いのは大の苦手。皆様も、
コロナと共に熱中症にもご注意ください。（Y）
シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2020 年 8 月号 編集・発行 広報委員会

長かった梅雨が明けて、毎日暑い日が続いていま
す。豪雨により各地で災害が発生し、被 災 さ れ た
方々、安否を心配される親戚の方々には心からお
見舞い申し上げます。また、復興に尽力されてい
る皆様には安全に留意されご活躍されることをお
祈りいたします。
昨年の台風により若葉区は大規模停電があり、
地域によっては復旧に時間がかかり、大変な思い
をされた方が沢山いらっしゃいました。今も、復
旧が追い付かず、ご苦労されている方がいらっし
ゃいます。
あんしんケアセンター桜木の事務所は、幸運にも
大きな被害がなく仕事ができました。予期せぬ災
害に対して、千葉市地域包括ケア推進課の方々
と、各あんしんケアセンターで情報共有を図り、
課題や反省点の中から、次の災害に備え、できる
ところは整備していきました。その中で、千葉市
からは、台風被害を踏まえて、長期停電による業
務への影響を最小限にするため、非常用発電機を
各センターに配置することになりました。

HONDA
エネポ
発電機
あんしんケアセン
ター桜木には、7 月
20 日から HONDA 発
電機エネポが配置さ
れています。カセッ
トボンベ２本を使用
して稼働できます。
もちろん、利用する
ことなく、通常業務
できることが一番で
す。今後、災害が起
こらないよう願うば
かりです。

あんしんケアセンター桜木
センター長 矢嶋 富美子

シャローム若葉の

福祉

③ 日常生活用具

具

給付金額は、シルバーカーが上限 25,000 円、
電磁調理器は 19,000 円になります。
（給付上限を超えた部分に関しては、実費になりま
す。）

管理者より、ご挨拶
シャローム若葉福祉用具貸与事業所の芳賀です。
ご利用者の皆様には日頃より大変お世話になっております。
新型コロナウィルス感染拡大により、今年から世界が大きく変わ
り、ご利用者の皆様方においては、大変心労が大きい前半期だった
と想像します。
このような渦中において、福祉用具の私達に何が出来るかを考え
させられる毎日でした。感染対策として最初に私達が取り掛かった
のは、徹底した毎日の消毒です。そして、事務所をビニールのカーテ
ンで仕切ること、マスクの着用、電車通勤者には営業車を通勤に貸し
出すことでした。レンタル品においては常時より、清掃・消毒が介護
保険法により義務付けられているものを、皆様のご自宅に配達して
います。
今回、当事業所をご紹介させていただく機会をいただきまして、
より安心・安全にサービスをお届けできる事業所として、運営させて
いただく所存でございます。

① レンタル、特定福祉用具
小さな事業所ですが、契約しているレンタル提携社は、
10 社にも及びます。（小さな巨人？）
パラマウントベッド、フランスベッドなど、 お取り扱いで
きるアイテムが多いことが当事業所の特徴です。
特定福祉用具販売(写真右)は、なるべくご希望に近い
デモ機（消毒済み）をお貸し出ししてから販売させていた
だくようにしています。

② 住宅改修
平成 25 年に住宅改修を初めてから、既に 300
件以上の工事をさせて頂きました。
レンタル品の出来ないところは、工事の手すりも
積極的にご提案させていただいています。

三育ライフ介護３原則

１．知識に基づく「正確」な介護

千葉市の日常生活用具給付（シルバーカー給付、
電磁調理器給付）をお取り扱いしています。
千葉市にお住まいの 65 歳以上で、前年の住民
税が非課税の方が対象になります。（電磁調理器
は、非課税且つお一人暮らしの方）

④ おむつ給付
千葉市から委託された、おむつ給付事業
です。（住民税が非課税の方が対象）
市内で最も充実した商品ラインナップと
自負しております。倉庫には様々なメーカ
ーのおむつを収納しています（写真左）安
心してお試しただけるようサンプル品も充
実（写真右）
おむつ給付の他、自費での配達にも力を
入れておりますので、お気軽にご相談下さ
い。

⑤ その他、耳寄り情報
おむつ１袋
1000 円
均一

内履き
一足
1000 円
均一

パッド１袋
500 円
均一
対象在庫：リフレはくパンツ ML、リフレはく
パンツ LL、リフレ横モレ防止簡単テープ止
め S、リフレフラットタイプ NEW シート、ラ
イフリー横モレ安心テープ止め、ライフリー
心とお肌のケアパッドスーパー、TENA フレ
ックスプラス S、TENA Slip Max M、
TENA Flex Plus L

対象在庫：早快マジック S、ワイドベルトワッ
フル M,L,3L、ワイドベルト M,L,3L、スット
フィット S,M、エスパド M,L、スリットベルト
M,L、ニットブーツ M、エスパドマカロン LL、
カウンタールームシューズ L、チャルパーM、
エスパドメッシュ M、ハミングステップ 3M

ご購入は、福祉用具事業所までお問い合わせください。043-309-8598
※キャンペーン期間は、8 月 31 日迄 在庫がなくなり次第、終了になります。

２．愛の心からの「誠実」な介護 ３．健康な精神で「清潔」な介護

いつでも見学できます。いつでもご相談下さい。

シャローム（shalom）とはヘブライ語で平和、平安を意味します。

