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平成 28 年度の偲ぶ会が 7 月 26 日に桜木事業所３
日に桜木事業所３F
にあります教会堂にて行われました。
この１年の間に、お亡くなりになられたご利用者
の在りし日の
在りし日のお姿をスクリーンに映し出しながら、
お姿をスクリーンに映し出しながら、
ご家族にもご参列
ご家族に
参列頂き、ご利用者の生前のお顔を思
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
きました。

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
http://www.shalomwakaba.com

平成 28 年 8 月 15 日発行
日発

今年４月より赴任した磯部牧師による追悼メッセージ

～家族の会サロンより～

追悼演奏には
追悼演奏にはヴァイオリニストの吉田様と
ヴァイオリニストの吉田様と
ピアニストの竹井様に
ピアニストの竹井様にご参加頂きました
ご参加頂きました
ご参加頂きました。

家族の会サロンは毎月第３木曜日に若松事業所ふれ
家族の会サロンは毎月第３木曜日に若松事業所ふれ
です！
あいサロンにて 13：30～15
あいサロン
13
15：00 まで開催中です！
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
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

８月１８日 ９月１５日

二人展

は、山本財務課長
当日は
山本財務課長も
しました！
お
お祭りを盛り上げに参上
参上しました

割り箸アート
割
アート
鈴木 靖夫様
水墨画
角山 孝一様

しん懸け
地域
地域と福祉
福祉のあん
あんし
け橋

（8/8
8/8～9/2）
）
シャローム若葉 桜木本部
第１デイサービスセンター
第１デイサービスセンター/
地域密着型デイサービス
TEL：043-234-5111
TEL
FAX：043-234-5119
5119

シャローム若葉 若松
グループホーム虹の家
TEL：043-235-4867
TEL
FAX：043-235-4868
4868
第２デイサービスセンター
TEL：043-235-4866
TEL
FAX：043-235-4850
4850
介護予防デイサービスセンター
TEL：043-235-4865
TEL
FAX：043-235-4850
4850
ライフハウス
居宅介護支援事業所 TEL：043-214-3450
訪問介護事業所
TEL：043-214-5567
福祉用具貸与事業所 TEL：043-309-8598
FAX（共通）：
（共通）：043-234-8411

大変残念ではありますが、紙面の都合上
大変残念ではありますが
ではありますが
都合上、全作品
全作品
をご紹介
紹介する事
事が出来ません
ません。
暑い
い時期ではございますが
ではございますが
ではございますが、是非ふれあいサロン
ふれあいサロン
にお立
立ち寄り頂
頂き、お近くでご
くでご覧になって
になって頂ければ
ければ
と思います
います。
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展示作品募集中！

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 ０４３－２３５－４８６６

【編集後記】
【編集後記】リオオリンピックが
オリンピックが開幕しました。開催地のリオデジャネイロ
オリンピックが開幕しました。
リオデジャネイロ の時差は 12
リオデジャネイロとの時差は
時間！
時間！仕事から帰宅すると丁度試合
仕事から帰宅すると丁度試合 始まると言うのは、仕事中に競技が行われるよ
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…？ 寝不足には注意します。（N）
寝不足には注意します。
シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2016 年 8 月号 編集・発行 広報委員会

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。
ローンの借入名義は
夫婦で住宅を購入する場合、
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
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で、注意が必要です。
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

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
しくなる場合もあり、保険の必要補償
みると返済が厳しくなる場合もあり、保険の必要補償
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
いずれか一方が亡くなった場合、返済負担割合にかか
わらず、残債を全額弁済することが出来ます。保険に
はそれぞれ違いがあるので、生活リスク全般を考慮し
た保険の見直し、加入が必要です。
今日は、施設長としてではなく、
フィナンシャルプランナーとして、
ワンポイントアドバイスをさせて
頂きました。

シャローム若葉
施設長 高幣 義嗣

7 月 28・29
29 日に納涼会を行いました。
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。

ご利用者と小野介護
ご
小野介護リーダー
リーダー
次頁
次頁の「スタッフのひとり
スタッフのひとり
スタッフのひとり言
葉
葉」も今月は
は小野介護リーダ
リーダ
ーが
ーが担当です
です

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 40 歳代と比較的若い？スタッフが常時３名（たまに４
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 40 食、刻み食や禁止食等の対
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
さいね。宜しくお願いいたします。

１．知識に基づく「正確」
１．
「正確」な介護
な介護

何か 1 つの事を続けることも良いで
すが様々な事をやってみるのも良いの
ではないかと最近感じるようになりま
した。きっかけはデイサービスのプロ
グラムで行っている作品作りです。学
生時代にやった工作、今まで作ってき
たもの、作ってみたかった物、其々が
アイデアになりました。本当に良かっ
たと思っています。
棚にあるタンスの肥やしはリハビリ
ポイントカードの景品に使えるのでは
ないかと作成を再開いたしました。肥
やしもそろそろなくなるので別の何か
を見つけたいと思います。
を見つけたいと思

リハビリの
リハビリの景品として
として
デイサービスフロアに
展示してあります
してあります。

障害物

私がシャローム若葉に勤務させていただいて、早、二年目に突入しました。
あれも、これもとやりたい事は沢山あるのですがとりあえず出来ることから始めよう
あれも、これもとやりたい事は沢山あるのですがとりあえず出来ることから始めよう
と、二点だけ心して実行している事があります。
その一つは、ご利用者と雑談を交えながら、食事に関する情報をお伺いすること。
いつも美味しいと笑顔でおっしゃって下さる方、率直なご意見を述べてくださる方…。
いつも美味しいと笑顔でおっしゃって下さる方、率直なご意見を述べてくださる方…。
それらのご意見を少しでも給食に反映できればと常に願っています。
もう一点は状況の許す限り手作りおやつを提供すること、やはり既製のものより喜ん
で召し上がって下さいます。残食が少ないことからも明らかです。
これからも焦らず、気張らず一つ一つクリアし 給食の方たちと協力しご利用者の皆
さまに満足していただける食事作りに精進していきたいと思います。

月に一度
利用者の声を
一度の会議でご利用者
を
美味しい
しい食事に！

笑顔が素敵な第
笑顔
第１給食の皆
皆さん
チャレンジメニューを
チャレンジメニューを楽しみにしてます
しみにしてます
しみにしてます！
三育ライフ介護３原則
三育ライフ介護３原則

皆さんは「趣味・特技」は？と聞か
皆さんは「趣味・特技」は？と聞か
れた時に即答できる方はどの位いるの
でしょうか？「こんにちは」の 4 月号
では訪問介護事業所の小岩氏が競馬に
ついて熱く語っていましたがそこまで
熱中することがあるかと考えると、無
い方も少なくないのではないでしょう
か？
文化系の私は長年続けている事があ
まりなく、熱しやすく冷めやすいタイ
プで手芸店やインターネットなどで羊
毛のキーホルダー、ビーズのアクセサ
リー、きめこみパッチワーク、ぬいぐ
るみ用のベンチ作り等、楽しそうだか
らやってみよう と材料の購入を始め
らやってみよう!!と材料の購入を始め
ます、
ます、1 回作って満足する物もあれば
材料を使い切る前に熱が冷めてしまい
材料を使い切る前に熱が冷めてしまい
棚にしまっている物もありタンスの肥
やし状態でした。

２．愛の心からの「誠実
からの「誠実」な介護
な介護 ３．健康な
健康な精神で「清潔
で「清潔」な介護

利用者と秋元栄養士
ご利用者
秋元栄養士
美味しい食事を提供
提供する為
情報収集中！
情報収集

。 シャローム（
いつでも
いつでも見学できます。いつでも
見学できます。いつでも
見学できます。いつでもご相談下さい。
（shalom）とはヘブライ語で平和、平安を意味します。
ヘブライ語で平和、平安を意味します。

