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【編集後記】 秋と言えば「～の秋」ですね。今年はコロナウイルスでいつもの秋とは違った秋になりそうです。そうは言

っても、せっかくの良い季節なので、「芸術の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」「食欲の秋」を満喫したいものです。 

私は「食欲の秋」を楽しみたいと思っています（笑） 皆さんはどんな秋を楽しみますか？（I） 

シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2020 年 10 月号 編集・発行 広報委員会 

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 10 月号 
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地域と福祉のあんしん懸け橋 

シャローム若葉 各サービス空き情報 

訪問介護 （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。 
虹の家 

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。 

デイ 若干の空きがあります。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（×） 火（△） 水（△） 木（△） 金（×） 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。 
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シャローム若葉 桜木本部 電話番号 FAX 番号 

 管理部門 043-234-5111 043-234-5119 

  児童デイサービス STEP+  043-312-6655 043-234-5119 

  第 2 居宅介護支援事業所  043-308-8588 043-234-5119 

シャローム若葉 若松事業所  電話番号 FAX 番号 
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 若葉放課後等デイサービス 043-235-4865 043-235-4850 

 グループホーム虹の家 043-235-4867 043-235-4868 

 居宅介護支援事業所 043-214-3450 043-234-8411 

 訪問介護事業所 043-214-5567 043-234-8411 

 福祉用具貸与事業所 043-309-8598 043-234-8412 
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 シャローム。皆様こんにちは。 

 いつもシャローム若葉をご利用いただき、また

ご支援くださいましてありがとうございます。 

 今年はコロナに始まり、またコロナに終わるよ

うな年になりそうです。ある利用者の方から「外

にも出られず、気が滅入り、別の意味で戦争中よ

り辛い。」との言葉をお聞きしました。戦争を体験

された方からのお話しでしたから、現在の状況の

大変さを改めて感じました。このコロナ問題が早

く収束→終息して、安心して暮らせるようになり

ますようにと願います。 

そんな今年も 10 月に入り、衣替えをし、季節は

秋に変わっていきます。日本では 10 月のことを、

別名「神無月（かんなづき）」とも呼びますが、日

本全国の神様が話し合いのために出雲大社に集ま

るため、「神のいない月」ということでこう呼ばれ

るようになったようです。 

 英語では 10 月は「オクトーバー（October）」

で、八本足のタコは英語名で「オクトパス

（Octopus）」とも呼ばれるように、「第 8 の」の意

味の「オクト（Octo）」に由来しているそうです。

紀元前 46 年まで使われていたローマ暦では 3 月が

年始で、3月から数えて「8番目」ということで、 

10 月は「オクトーバー」となっているそ

うです。 

日本では「8」の漢数字は「八」。下の

ほうが広がっていることから「末広が

り」を意味し、「将来が広がっている」の

で「幸運」とされています。 

 10 月は、気候も一番気持ちの良い時季

ですし、食べ物もおいしい季節です。「ス

ポーツの秋」「読書の秋」「食欲の秋」「馬

肥ゆる秋」「人肥ゆる秋」いろいろありま

すが、「将来が広がっている」この時季

に、心も体もリフレッシュして、有意義

な時間をお過ごしくださればと思いま

す。皆様がこれからも、心も体もお元気

でお過ごしくださいますよう、シャロー

ム若葉の職員一同願っております。 
 

祝
敬
老 

押し花展 
岩堀敏子 

財務課長 

デイサービス 
敬老会 

デイサービスでは 9 月 21 日～25 日まで敬老会を行いました。 

「祝敬老お祝いビンゴ大会」を始め職員によるお祝いの余興を皆様笑顔で楽し

まれていた様子でした。下記の以外にも「よさこいソーラン」ザ・ドリフターズで
お馴染みの「ひげダンス」「ハンドベル」「歌謡ショー」等、感染予防をしながら

行いました。 



  

三育ライフ介護３原則 １．知識に基づく「正確」な介護 ２．愛の心からの「誠実」な介護 ３．健康な精神で「清潔」な介護 

第 2 居宅 職員紹介 

1. 仲田光江 
2. B 型 
3. 一期一会 
4. シャインマスカット・メロンモンブラン 
5. 年齢的なこともあり、下肢筋力低下防止

のため、体を動かすことを大切にしてい
ます。 

1. 森川裕美 
2. A 型 
3. 実るほど頭を垂れる稲穂かな 
4. お酒も甘い物も何でも好き特に モンブラン！！ 

5. ミュージカル鑑賞 
 特に 宝塚歌劇♪すみれのは～な～ 

6. 職員に恵まれて、仕事を楽しんでいます。今
は、「バァバ」と呼ばれてみたいのが夢です。 

愛犬 ショウ君 よろしく！ 

熟女！？ 5人    

第 2居宅 職員の

紹介です。 

1. 名前 

2. 血液型 

3. 座右の銘 

4. 好きな食べ物 

5. 好きなこと 

6. 一言メッセージ 

1. 小川由美子 
2. O 型 
3. 君子の交わりは淡き水の如し 
4. 美味しい焼き立てのパンとモンブラン ！？ 

5. ドライブ 
6. 出会いに感謝し、1 日 1 日を 

大切に楽しく過ごしたいと思います。 

第 2 居宅介護支援事業所は、その人の人生をその人らしく、『住み慣れた地域で自立

して過ごしていけるように支援すること』を心掛けています。様々な問題が重複する

こともありますが職員が皆でフォローしながら解決に導いて行きたいと思います。 

時には、ご本人ご家族にとって 耳の痛い話しをすることがあるかも知れません。 

例えば、「訪問介護サービスを受けて、お部屋がきれいになれば」と言うご希望に

「訪問リハビリ」の助言をさせて頂くことがあります。それはなぜ？？介護保険の目

的が「生活が楽になる事」ではないからです。『自立した日常生活』が基本。今でき

ることを大切に継続できることがとても重要なのです。ご利用者、お一人、お一人の

生活を見つめて、最期まで尊厳を持った生活が継続できるように応援させて頂きま

す。 

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。 

日時：11 月 21 日（土）13：30～15：30 
場所：千葉市文化センター5F セミナー室 
内容：「ケアマネージャーって？」 
～何をする人？何をしてくれる人？～ 
第 2 居宅主任・森川が講師を務める講習会が
あります。 
 
お問い合わせ：認知症の人と家族の会 
 千葉県支部 043-204-822 

★ご案内★ 

原付バイク 2号 

3 輪で転倒の 

危険性無し!? 

原付バイク 1号 

脚力がためされる 

自転車。近隣には 

これが 1番!? 

 

唯一の 

４輪駆動車です。 

ケアプランを作成するにあたり、ケアマネージャーは、ご利用者宅へ訪問し、状況を把握さ
せて頂いています。 
毎月、計画したサービス内容で問題はないか確認させて頂くことが業務の 1 つだからです。 
ご利用者宅へ訪問するときに助けてくれる第 2 居宅の仲間たち！？を紹介します。 
自家用車でも伺うときがあり、ご迷惑をおかけしないように充分注意して参りますがご協力
の程、よろしくお願いいたします。 
 


