
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                       
                    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域と福祉のあんしん懸け橋 

【編集後記】 今年も敬老の日を迎えることができました。皆様のこれまでの人生が支えられ、そしてコロナ禍で

の健康が守られ、今日を迎えられることを感謝します。皆様がこれからもお元気で、喜びのある、有意義な毎日

をお過ごしいただければと願います。（H） 
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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、満床ではありますが、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 9 月号 
HP／http://www.shalomwakaba.com 令和 3 年 9 月 15 日発行 

シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2021 年 9 月号 編集・発行 広報委員会 

陽ざしもいくぶん弱まり、朝晩には秋風を感じる

今日この頃ですが、「夏バテで体の調子がどうもよ

くないなぁ」とお疲れになって、いらっしゃらない

でしょうか。 

今年の夏は、『スポーツの夏』 昨年延期された

TOKYO オリンピック 2020 コロナ禍で大会運営にも

不安な思いを抱えていた方々もたくさんいらしたか

と思いますが、たくさんのメダリストたちが生ま

れ、たくさんの感動を与えて下さったアスリートた

ちに感謝の念を心から伝えたいと思います。 

 さて、『秋』と言えば、皆さんにとってはどのよ

うな秋が一番に思い浮かびますでしょうか。 

「スポーツの秋」「芸術の秋」「食欲の秋」「読書

の秋」等々、人それぞれ、様々な秋を楽しまれるこ

とと思います。私は、やはり「食欲の秋」が一番で

しょうか。新米も待ち遠しいですが、特に、美味し

いフルーツ！千葉名産の梨、甘みが芳醇な柿たち、

すでに売り場に並び始めているブドウたちの面々、

お値段は張りますが シャインマスカットの値札と

にらめっこしてしまう今日この頃です。 

 例年ですと、シャローム若葉では 10 月に健康診断 

が実施されます。 

シャローム若葉 

第 2 居宅介護支援事業所  

 主任 森川 裕美 

 

体重測定、腹囲等々、健康のことを考えると食欲

を抑えることが必要なのに、食べる欲望には、な

かなか打ち勝つことができません。 

「食欲」は、日本人が考える三大欲求の 1 つと言

われます。ケアマネジャーとしても、食事に関し

て、その方の思いや嗜好などは 在宅生活を支え

ていく上で、とても大きな情報源です。これが食

べたい！これを食べたい！という思いは、日々の

生活を前向きにしてくれると思います。固いもの

が食べづらくなったけど、食べてみたい！とか、

病気を持っているから今は食べることが出来ない

けど 本当は大好きなの！とか、食べることへの

希望は、人が生きる尊厳につながります。 

健康を保持していくために、規則正しい食生

活、カロリー過多や、栄養の偏り等、注意してい

くことを忘れず、食欲と上手にお付き合いしてい

きたいものです。そして、自らの口で、好きなも

のを食べられる幸せを噛みしめて、美味しい食事

達にも感謝して。 

★デイサービスからの挑戦状★秋の夜長スペシャル！ 

～食欲の秋・読書の秋・スポーツの秋・勉強の秋❓頭を動かし脳の活性化をしましょう～ 

問題１：ひらがなを並び替えて人名を作って下さい。 
①よととよみしでひ   ②ろいみぶとうひ    ③うつめだこ 
④もりょさとうまか    ⑤わいえすくとがや   ⑥さぶしいいわえち 

 

問題２：ひらがなを並び替えて単語を作って下さい。 
①いしゃたずいも    ②じょひじうめ      ③だあはのしまて 
④ううひこしちゅう   ⑤うんだんけこしん  ⑥じくさまら 

問題３：何と読むでしょう。～動物編～ 
①子守熊  ②小熊猫   ③馴鹿   ④倉鼠 
⑤土竜    ⑥栗鼠     ⑦川獺   ⑧縞馬 

 

問題４：何と読むでしょう。～海の生き物編～ 
①烏賊   ②寄居虫   ③柳葉魚  ④海豹 
⑤海星   ⑥海月     ⑦海象    ⑧海鼠 

＊イラストはヒントではありません         正解は編集後記の下に逆さに書いてあります。 

【答え】問題1①とよとみひでよし（豊臣秀吉）②いとうひろぶみ（伊藤博文）③つだうめこ（津田梅

子）④さかもとりょうま（坂本龍馬）⑤とくがわいえやす（徳川家康）⑥しぶさわえいいち（渋沢栄一） 

問題2 ①いずもたいしゃ（出雲大社）②ひめじじょう（姫路城）③あまのはしだて（天橋立）④うちゅ

うひこうし（宇宙飛行士）⑤けんこうしんだん（健康診断）⑥さくらじま（桜島）  

問題3 ①コアラ②レッサーパンダ③トナカイ④ハムスター⑤モグラ⑥リス⑦カワウソ⑧シマウマ 

問題4 ①イカ②やどかり③ししゃも④アザラシ⑤ヒトデ⑥クラゲ⑦セイウチ⑧なまこ 

9 月 20 日は敬
老の日です。    
デイサービスの壁飾
りは祝い事には欠か
せない『鶴』と『鯛』
を作りました。    
鶴の羽とお尻の羽は
折り鶴を貼りました。
鯛はちぎり絵で作り
ました。 



 

   
  皆さんのご家庭でも色々なペットを飼われているかと思いますが、今日は職員のご家庭で飼わ 

 れているペットについてのエピソードをご紹介したいと思います。 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

我が家には金魚がいます。この金魚は今から 6、7 年前、千葉市ハーモニー 

プラザで年 2 回ほど開催されていたお祭りの金魚すくいで取ってきたもの 

でした。金魚すくいの金魚ですので、取って来たときは 3、4 センチで他に 

仲間がいたのですが、現在まで生き残っているのはこの「どんちゃん」だけ 

です。うちの高校 1 年の次男が取った金魚で、次男のことを妻はあだ名で「ど 

んちゃん」と呼び    金魚の名前も「どんちゃん」になりました。その小さかった「どんちゃん」も現 

在はおよそ 25 センチ になりました。私が近づいたり、隣の熱帯魚に餌をやったりしていると、「餌をく 

れ！」と寄ってきて、バシャバシャしたりします。現在は一粒が一番大きい錦鯉の餌を、問題なく食べてい 

ます。隣の熱帯魚の水槽が狭くなってきたので、私は「どんちゃん」の大きな水槽への引越を狙っています。 

私は「どんちゃん」に、「あなたが亡くなったら、解剖して、みんなの勉強の役に立ってもらうよ。」「亡 

くなったらはく製にするよ。」と話しかけていますが、未だに元気です。 【管理部門・山本一】 

我が家にももがやってきたのが、昨年の 5 月でした。きっかけは、息子も一人

立ちしたし、何だか、空虚だなあ、と寂しさを覚え始めた事でした。自分は絶対

に犬派だと思っていたのですが、仕事が終わってから散歩に連れていくこと等を

考えると難しいかなあ、と、やむ無く猫を飼う事になりました。そこで色々調べ

始めると、保護猫を譲ってもらうためには、60 歳以下でないと、子猫は譲って頂

けないという事が解りました。あるいは、飼い主が亡くなっても面倒を見てくれ

る子供等が居れば譲れるという条件があり、また、自分が気に入ったとしても生

育環境の審査であったり、マッチング審査があったりと、条件が   煩雑で、 

番外編 我が家のペット事情 

もも：メス 

自分には合わないと判断し、それならいっそ、成猫を飼おうという事になりました。 

ネットで色々検索した結果、この子に出会う事が出来、緊急事態宣言明けに会津若松 

まで、車を飛ばして引取に行きました。当初、ペットショップでは、ピンクちゃんと 

呼ばれていた事もあり、名前は日本名で「もも」と名付けました。マンチカンという種類 

の猫で 2 歳半でした。手足が本当に短く、背伸びをしても赤ん坊が背伸びしているような 

可愛さがあり、毎日癒されています。言葉がしゃべれると最高なんですけどね。【施設長・高幣】 

  左下はちーすけ 19 歳。私の家にいる 4 匹の飼い猫のうちの最長老です。亡くなった義母の形見で、

当初は家に勝手に入って住み着いた野良猫だったそうです。 

 病気のたびに、義母はリュックサックにちーすけを背負って、中野の病院に電車で連れて行ったそ

うです。まだまだ元気。好物はブロッコリー、トウモロコシと、ちょっと変わっています。 
 真ん中の茶トラが新人のマメちゃん、唯一の女の子です。里親サイトの紹介で引き取ることになり

ました。一緒にいるナルちゃんととても仲が良く、２人で組んで台所で色々な悪さをするのが日課に

なっています。ナルちゃんは妻の職場の近くでダンボールに入れられていた捨て猫でした。右下のた

っくんも、動物愛護センターで引き取った子です。 

 出生は様々ですが、今ではみんな家族の一員です。 【福祉用具・芳賀】 

放課後等デイサービスでは、旧桜木本部デイサービスのお風呂を使って、今夏

はプールとして使用しました。雨・風に左右されることなく、最高でした！！ 

誰が一番長く息止

められるかな？ 

2018 年 8 月 13 日 突然家族が増えた日です。知り合いの方が体調を悪くして、施設に入らねばならない状

態に… だけど、愛犬のことが気になって、施設入所が決断できない… どうしたものか… その頃 我が

家では、千葉動物愛護センターから頂いた先代のワンちゃんが亡くなって 3 年が経ち、ペットのいない生活

にちょっと寂しさが芽生えて来た頃でした。「よし、我が家に連れて行こう！」飼い主を説得、段ボール箱

を持って引き取りに行きました。家の中だけで飼われていたことで、散歩も知らない、体を洗ったこともな

い、ましてや登録もされていない。 

ダイヤ 

突然 増えた家族に家にいた主人や娘たちは、呆然… 

しかし、毎日世話をしていくうちに、呆然としていた家族

にも愛情が芽生え、今ではすでに高齢になって、足を引き

ずりながらの散歩、お薬を飲ませる日々、毎日今日はよく

眠れたみたい、食欲が出ているね。等々、日々の健康観察

をしています。医療費が嵩むのがちょっと悩みの種です

が、寝る時、愛犬たちは、私の枕の隣で見つめ合いながら 

今日も一日元気で過ごせたねと話して、眠りについていま

す。              【第 2 居宅・森川】                   
 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ 1 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ 2 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ 4 

ちーすけ 

マメちゃん ナルちゃん 

たっくん 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ 3 25ｃｍ 

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。 

 

放課後等デイサービス活動報告 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ 5 

我が家にはペットはいないのですが、先日 マルチーズが６日間ホームステイで来てい 

ました。名前は「おかゆ」君、２歳のマルチーズ。おかゆ君が我が家になぜ来ることにな 

ったか？…というと、娘が動物関係の学校に通っていて、普段学校で担当している犬を夏 

休み中に自宅に連れてきて世話をすることになったのです。 

昔、家の外で犬を飼ったことはありましたが、室内犬を飼った経験がなく、おかゆ君が 

来る当日まで不安でした。 

ホームステイ当日。私の仕事が終わり家に帰り部屋に入ると、しっぽを振りながら飛び 

ついてきました。初めての人にも人見知りが全くなく、私がイメージしていた 

マルチーズとは          違い、フワフワでお人形みたいに可愛い 

くりっとした目で見つめてきます。 

6 日間おかゆ君中心の生活で、あっとい 

う間でした。そしておかゆ君は元の学校 

へ帰っていきました。 

 

おかゆ君 口腔ケア実践中！ 
【訪問介護・岩井】 

お散歩中 

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 

ルナ 


