
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                       
                    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域と福祉のあんしん懸け橋 

【編集後記】  8 月になり暑い日々が続いております。自分は今年も水不足で節水制限がかかると心配しておりましたが、そのよ

うな事にはなっておらず毎年のような心配という面では解放されております。しかし去年から続く感染症ではワクチンが広くいきわ

たり一昨年に近い生活ができると去年の 8月には思っておりましたが。そんな事はなく未だに家などに缶詰という悲しい事態が続き

そうです。早く制限が緩くなった日本をみたいです。（ O.E ) 
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シャローム若葉 各サービス空き情報 

訪問介護 （月）△ （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、若干の空きがあります。本入居の為には入居受付が必

要となります。随時受け付けておりますので、ご連絡下さ

い。 

デイ 若干の空きがあります。ご利用希望の方は、曜日・入浴等ご相談下さい。随時、状況をお知らせ致します。また、見学希望につきまし

ては、発熱など風邪症状が無い方でしたら見学いただけますのでお問合せ下さい。＊要支援の定員はいっぱいとなっております。 

 

２０２１年 

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 

 デイサービスセンター 043-235-4866 043-235-4850 

 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 

シャローム若葉 区役所前事業所 電話番号 FAX 番号 

 千葉市あんしんケアセンター桜木 043-214-1841 043-214-8787 

 

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 ８月号 
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シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2021 年８月号 編集・発行 広報委員会 

残暑お見舞い申し上げます 

立秋とは名ばかりで、厳しい暑さの毎日ですが、いか

がお過ごしでしょうか。 

世間では新型コロナウイルスの感染が更に広がりをみ

せており、感染者数は連日、過去最多を更新というニュ

ースを耳にします。 

7 月 23 日に開会をした東京五輪 2020 は無事に幕を閉

じました。開会前は新型コロナウイルスの感染拡大の

為、開会を反対する意見も少なくありませんでした。 

私事ではございますが、趣味や楽しみが人より少なく、

毎日を最低限度の生活を営む為に、馬車馬と化し身体に

鞭を打ちながら、汗水流し日々を送っております。その

様な私の数少ない趣味・楽しみが、スポーツ観戦であり

ます。特に４年に 1 度開催されるオリンピックで自国開

催な為、何年も前から非常に楽しみにしておりました。

新型コロナウイルスの感染拡大の為、昨年開催予定が 1

年延期になり、今年もどうなるのだろうかと不安でし

た。しかし、観客を無観客にするなど規模を縮小し無事

に開催され、個人的には嬉しかったです。帰宅してテレ

ビ観戦するのが楽しみで毎晩、夜遅くまで応援しまし

た。日本人選手の活躍が目覚ましく、たくさん感動しま

した。新型コロナウイルスの感染状況などの暗いニュー

スが毎日流れる一方で、オリンピックでの日本人の活躍

は勇気と元気を与え、希望の光を照らしてくれたように 

通所介護事業所  

主任 熊澤 昭二 

デイサービスでは 7 月
26・27 日に納涼会を行い
ました。 

例年では円になって踊る
盆踊りも今年は座席に座り
ながら踊りました。 

普段とは違う浴衣を着た
職員に喜び、運試しゲーム
（景品付き）や屋台風のお
やつを楽しまれているご様
子でした。 

・ミニお好み焼き 

・ビール風炭酸飲料 

水
墨
画
展 

沖 

子 
 

「蓮花」 

「冨士」 

「紫陽花」 

「蛍袋」 「お願い」 

感じます。 

メダルを取った選手も取れなかった選手も感動を

ありがとう、お疲れ様でしたと言いたいと思いま

す。様々な意見はありますが、私は東京五輪 2020

が開催されて良かったと思っております。 

 現在は高校野球が始まりパラリンピックも 24 日

から開催されます。オリンピックと同じように、テ

レビ観戦して興奮と感動・元気を選手から頂きたい

と思います。 

 また、オリンピックのテレビ観戦で、よく耳にし

たのが、歌手ゆずの代表曲、アテネ五輪の公式テー

マソングでもあった「栄光の架け橋」ですが、皆様

もお聞きになったことがあるかと思います。その歌

詞は選手の栄光への険しい道のりを歌った内容にな

っております。シャローム若葉にも地域と福祉を結

ぶ「あんしん懸け橋」があります。様々な課題を持

ったご利用者・ご家族などが安心した生活へと導け

るようにデイサービスも、その一端を担っておりま

す。私達デイサービスに栄光はいりませんが、地域

にとって、必要とされるデイサービスを目指して、

今後も支援に努めていきたいと思います。 

 最後になりますが、まだまだ厳しい暑さが続くよ

うです。お身体を大切に、穏やかに過ごされますよ

うご祈念申し上げます。 

 

熱中症に気を付けて！ 

8 月も半ばを過ぎましたがまだまだ暑い日々

が続いています。 

年々暑さが厳しくなっている様に感じる昨今、

今までの夏の過ごし方では熱中症になる危険

性が高くなっています。 

コロナ禍で救急搬送にも時間のかかる今、普

段の生活を見直し熱中症に注意しましょう。 

こんな人は要注意！？ 普段の生活で熱中症予備軍に？ 

・トイレに行く回数を減らすため水分を減らしている。 

・ずっと寝ている、のどが乾かないから水分を飲まない。 

・食欲が無い、普段から食事の量が少ない。 

・寒いからエアコンは使わない。夜はエアコンをけす。 

・外出から帰っても水分を飲まない。 

・私は大丈夫と思っている。等々 

普段から意識を高く持ち、一日 1.2ℓ～1.5ℓの水分補給を心が

けましょう。＊ジュースやスポーツドリンク等、糖分のある飲み物

は摂りすぎに注意して下さい。 

⁑水分制限のある方は医師に相談して下さい。 



  

  

在庫一掃セール 

新しい福祉用具 

福祉用具を取り巻く環境は年々進化しており、

私達シャローム若葉福祉用具においても、次々に

新たな商品が導入されています。 

特に注目されるのはＡＩ機能を導入した特殊寝

台や、エアーマットの進化が目まぐるしく、ご家

族の介護の手間がかからない自動機能が搭載され

ているのが特徴になります。 

  介護ベッドにおいては、リモコンの操作回数

をスマートフォンで確認できる楽匠プラスがレ

ンタルされています。背上げをした時の座りの

良さも大きな進化です。 

エアーマットには自動体重検出や自動体位交

換、マットの端に座ったことを検出した時にお

尻の下にエアーを送り出して座位を支えられる

利楽 flow という機種もレンタルが始まりまし

た。 

認知症徘徊対策としては ITSUMO DOOR２と

いう製品をお奨めします。靴などに設置した装

置を履いて独歩された場合、GPS で誤差数メー

トル以内に場所を特定できる検出性能を持って

います。 

 

電動車いすは、前輪が横にも回転して小回り

ができる WHILL をお奨めします。乗り心地が小

気味よく、デザイン・機能性まさに未来型とい

った製品になります。 

福祉用具管理者 

 芳賀 卓 

■ ■ 

■ 

 福祉用具では、利用者様の身体状況に合う機種を探しても見つからず、既存のレンタル品では

ご対応できなくなることが度々あります。かつて、床ずれの痛みに悩んでおられる利用者様の車

いすクッションが、なかなか見つからないことがありました。 

 

一度は断念し、後にもしや（！）と考えた商品が見つかりました。試しに自分で購入してみた

のですが、仙骨部のウレタンを四角く切り取ったその商品はなかなかのもの。しかし、お話をす

る前にその方はお亡くなりになってしまいました。その時に得られたものとして、床ずれのある

方は、どのような素材に触れても痛いということを知ることができました。 

 

 介護保険法が始まり、介護用品は措置時代には考えられないほど多くの機種が開発されまし

た。しかし、レンタル商品に挙げられていない既存商品も数多くあります。又、未開発でその方

のニーズに合うものが出てきていないなど、まだまだ進化の余地があると感じています。 

前年ご好評いただきました、福祉用具の半額セールを今年も行います。掲載商

品以外にも各種品物を取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせくださ

い。（８月末迄） 

（シャローム若葉福祉用具貸与事業所 お問い合わせ先：043-309-8598） 

在庫１台限り！フットフィット 

定価 40,480 円が、29.800 円！ 

（足の痺れ対策、筋力強化に） 

杖半額！ 

パッド 500 円、 

おむつ 800 円！ 

介護シューズ半額！ 

福祉用具エピソード 

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 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。 

楽匠プラスシリーズ 

700～1300 単位 

ここちあ利楽 flow 

900 単位 

ITSUMO DOOR2 

1400 単位＋通信費 500 円 

WHILL MODEL Ck2 

2700 単位 

今月号では昨年好評を頂いた福祉用具のご紹介 2021 年度版です。 


