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職員新年会（２月）
2 月 10 日にシャローム若葉の新年会が千葉市内のホテル
にて行われました。
シャローム若葉は
シャローム若葉は、デイサービスをはじめ、ヘルパース
、デイサービスをはじめ、ヘルパース
テーションや福祉用具、居宅介護支援、グループホーム、
給食から営繕に至るまで多種多様な職員が勤務しており、
一堂に会する事はあまりありません。
全職員、一年の始まりに、気持ちを一つにあわせて、
全職員、一年の始まりに、気持ちを一つにあわせて、
2017 年が良い年になるようにしたいと思います。
2017 年職員ヘルパー互助会合同新年会
年職員
互助会合同新年会
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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
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チーム とみい

訪問介護の皆様
の皆様

チーム ブロッサム

皆様のご協力に
皆様のご協力によりシャローム若葉グループホーム
シャローム若葉グループホーム
虹の家は、現在満床となっております。誠にありがと
虹の家は、現在満床となっております。誠にありがと
うございます。
引き続き待機者として、ご相談の方は承っておりま
すので、ご家族、或いはご友人で
すので、ご家族、或いはご友人で今後の
ご家族、或いはご友人で今後のご利用を検討
ご利用を検討
されている方がいらっしゃいましたら、是非ご相談下
されてい 方がいらっしゃいましたら、是非ご相談下
さい。

問合せ先：シャローム若葉
シャローム若葉 グループホーム虹の家
TEL043
TEL043-235
235-4867
4867（寺﨑・小林）
（寺﨑・小林）

平成 299 年 2 月 15 日発行
日発

～家族の会サロンより～
家族の会サロンは毎月第３木曜日に若松事業
家族の会サロンは毎月第３木曜日に若松事業
所ふれあいサロンにて
所ふれあいサロン
にて 13：30～
～15：00 まで
です！
開催中です！
介護についての悩みや不安を、私たちと共に
話しあってみませんか？話してみる事で気が楽
ってみませんか？話してみる事で気が楽
になる事もあると思いますよ
になる事もあると思いますよ。
2 月 16 日、3
3 月 16 日
今後の予定

展示期間
展示期間：２/
/７〜３/
/６

作品展

鬼退治ゲーム（第２デイ）と恵方巻き（虹の家）

若松台
ふれあい広場
書道サークル

発行：
：社会福祉法人
社会福祉法人 三育ライフ
ライフ

理事長：東海林
理事長
正樹
施設長：高幣
施設長
義嗣
広報委員会：
広報委員会
岩井由紀子・芳賀卓
岩井由紀子 芳賀卓・永島慎志
永島慎志
お問い
い合わせ先：
info@shalomwakaba.com
HP:http://www.shalomwakaba.com/
http://www.shalomwakaba.com/

しん懸け
地域
地域と福祉
福祉のあん
あんし
け橋

シャローム若葉
若葉 桜木本部
第１デイサービスセンター
デイサービスセンター TEL：043
043-234-5111 FAX：043-234
234-5119
シャローム若葉
若葉 若松
第２デイサービスセンター
デイサービスセンター TEL：043
043-235-4866 FAX：043-235
235-4850
グループホーム
グループホーム虹の家
TEL：043
043-235-4867 FAX：043-235
235-4868
ライフハウス
居宅介護支援事業所 TEL：043-214
TEL
214-3450
訪問介護事業所
TEL
TEL：043-214
214-5567 ライフハウス共通
ライフハウス
FAX 043-234
234-8411
福祉用具貸与事業所 TEL：043-309
TEL
309-8598
千葉市あんしんケアセンター
あんしんケアセンター 桜木
TEL：043
043-214-1841
FAX：043--214-8787

【編集後記】今号にホームページの事を掲載させて頂きましたが、
【編集後記】今号にホームページの事を掲載させて頂きましたが、
今号にホームページの事を掲載させて頂きましたが、HP にはシャローム若葉ブログへのリンクも作成されており、そこ
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。
シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2017 年 2 月号 編集・発行 広報委員会

平成 29 年を迎え、あっという間に 1 ヶ月が
経過しました。
今冬は、インフルエンザが大流行しておりま
して、グループホーム虹の家でも、数名の方々
が辛い思いをされる期間がございました。改め
て感染対策などを徹底し、おかげさまをもちま
してなんとか終息することができましたが、こ
の期間、関係者の皆様には大変ご心配をおかけ
しました。引き続き、皆様の体調管理など気を
引き締めて参りたいと思います。
さて、私事で恐縮ですが、現在私は、千葉市
の推薦のもと、外部研修の受講機会を頂戴して
おります。この研修を修了しますと、「千葉市
護指導者」として、千葉市の認知症介
認知症介
認知症介護指導者」として、千葉市の認知症介
護の研修への参画や、地域ケアの推進の一部を
担うことが期待されることとなります。
12 月から始まった研修ですが、この「こん
にちは 2 月号」が発行される 2 月中旬にようや
く修了となる長期研修となっております。
この研修では他施設における実習もございま
した。ご本人の思い、ご家族の思い、地域住民

の思い、地域包括支援センタースタッフの思
い、施設スタッフの思いなど様々な立場や意向
から、よりよい方向性を模索していくにはどう
アプローチしていくかを検討し提案させていた
だくなど、実践的で学びの多い研修を肌で感じ
だくなど、実践的で学びの多い研修を肌で感じ
ているところです。
3 カ月にわたる研修であるにもかかわらず、
このような機会を下さったシャロームと、現場
のスタッフの皆さんにとても感謝しておりま
す。
まだまだ未熟な私ですが、そんな中でも虹の
家において実直にできることは、虹の家に入居
されている方々、また、働
くスタッフの皆さんに感謝
し、学びを還元していくこ
とだと考えております。
少しでもよりよい生活、
少しでも潤いが感じられる
生活に一歩一歩近づいてい
ければと励んでまいります。
シャローム若葉 虹の家
２F
２ 管理者 寺﨑 一永

2017 年のお正月もあっという間に過ぎ、
暦の上では春を迎えました。
各事業どんな節分を迎えたのでしょう？
第１、第２デイサービス共に、毎年や
ってくる鬼が今年もデイフロアに現れま
した。
ご利用者と共に、豆を撒き追い払いま
した。今年も内に福を呼び込みたいと思
います。
虹の家では 入居者の皆様と共に、恵
虹の家ではご入居者の皆様と共に、恵
方巻きを作り美味しくいただきました。
恵方巻きは切らずにそのまま丸かぶり
をするのが通例だそうですが、悪縁や災
厄を「断ち切って」健康を願いながら皆
で食べました。
で食べました。（恵方巻きの写真は表紙
（恵方巻きの写真は表紙
に掲載しています）
しかし、鬼と仲良く写真を撮っている
所を見るとあながち悪い鬼でもないよう
ですね。

私たちケアマネジャー
私たちケアマネジャーは、たく
さんの方
さんの方々と関わり仕事をしてい
と関わり仕事をしてい
ます。
チーム連携・チーム力
チーム連携・チーム力･･･なかな
なかな
か難しいですが、ここがうまくい
くと
くとご利用者・ご家族をしっかり
利用者・ご家族をしっかり
支えることができます。
“うちのチームは最高
“うちのチームは最高!!”
この言葉は、F
この言葉は、 様のご家族 K さん
からです。
F 様は「最後
最後までご自宅で」と希
までご自宅で」と希
望されています。
昨年６月末に体調が急変。夏を
越せるかどうかの状態でしたが、
頑張って乗り越えてくれました。
その後もなんどか厳しい状態に
なることがありましたが、主治医
の先生のご指示のもと、訪問看護
あすかさんを中心に、訪問介護・

訪問看護ステ
ステ-ションあす
ションあすかの
吉岡看護師（写真左）

今夏に向けて大きく育て！！
昨年夏にご紹介させていただきました千葉興業銀行
昨年夏にご紹介させていただきました千葉興業銀行様
様の地域貢献活動
地域貢献活動の一環でご寄付いただいた
の一環でご寄付いただいた
緑のカーテンですが、今年の厳しい寒さを今、乗り越えようとしています。
今回、初の試みなので、今年の夏も緑のカーテンとして活躍してくれるかわかりませんが、パッ
ションフルーツの株がヘルパーステーションの窓辺でゆっくりと育っています。
今年の夏には、元気な緑のカーテンとして紹介し、秋口には沢山の実をつけてくれるでしょう。

訪問入浴・福祉用具・訪問歯科さ
ん、今は利用していませんが、通
所介護の皆様、たくさんの方たち
が連携し、その時その時、最善の
対応を話し合ってきました。
無事新年を迎え、とびだしたこ
の言葉は、とても嬉しく、励みに
なりました。
体調管理や清潔保持、安楽な姿
勢保持・・・それぞれ専門職の方
のお力を借り
のお力を借り、その提案を、検討
その提案を、検討
し実施、つないでいく。
F さん、
さん、K さん･･･最高のチーム
さん･･･最高のチーム
で、次は桜をみましょうね！！

うちのチームは最高!!
うちのチームは最高 !!

シャローム若葉ヘルパーの吉川サービス提供責
任者（上
写真右）と篠崎 CM（下
写真左）
任者（上の写真右）と篠崎
（下の写真左）

ホームページがリニューアル！

シャローム若葉
シャローム

をリニューアルしました！
この度、シャローム若葉の
この度、シャローム若葉のＨＰをリニューアルしました！
以前よりありまして、
この度、
ＨＰのリニューアル 構想自体は昨年以前より
ＨＰのリニューアル構想自体は昨年
ありまして、この度、
本年１月１７日より新しいＨＰとして公開させていただきました。
本年１月１７日より新しいＨＰとして公開させていただきました。
をご覧になっておられた方へは、
最初の告知から大
日頃から
日頃からＨＰ
ＨＰをご覧になっておられた方へは、
をご覧になっておられた方へは、最初の告知から
分お待たせしてしまいましたが、法人本部のＨＰ
に合わせた形で、
分お待たせしてしまいましたが、法人本部の ＨＰに合わせた形で、
全面リニューアルさせて頂いており、以前ＨＰも出来ておりました
「こんにちは」の画像データや事業所の紹介などは、以前と変わら
ずいつでも閲覧出来るようになっております。
広報委員によるこんにちはについての
ブログやその他イ
他にも、
他にも、広報委員によるこんにちはについて
広報委員によるこんにちはについて のブログやその他
情報等を発信していければと思います。
ベント
ベント情報等を発信していければと思います。
をよろしくお願い致します。
今後共シャローム若葉 ＨＰをよろしくお願い致します。
今後共シャローム若葉ＨＰ
「こんにちは」やホームページ等について「こうし
て欲しい」や「こんな企画をやって欲しい」等、ご
がございましたら、ご利用サービスの
意見・ご要望
意見・ご要望がございましたら、ご利用サービスの
スタッフにお気軽に声をお掛け下さい
スタッフにお気軽に声をお掛け下さい。

今年 2 月のパッションフルーツの様子。
のパッションフルーツの様子。
厳しい寒さを乗り越えている最中です。
厳しい寒さを乗り越えている最中です。

三育ライフ介護３原則
三育ライフ介護３原則

昨年夏頃のパッションフルーツの様子
昨年夏頃
のパッションフルーツの様子
緑のカーテンとして大活躍！！

１．知識に基づく「正確」
１．
「正確」な介護
な介護

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

等に内蔵しています
バーコードリーダー
で
携帯電話等
に内蔵していますバーコードリーダー
バーコードリーダー等で
右の模様を写しますと
のアドレスが表示されます。
右の模様を写しますとＨＰのアドレスが表示されます。

シャローム若葉
と同アドレスです）
シャローム若葉ＨＰ（旧ＨＰと同アドレスです）
（旧
http://www.shalomwakaba.com/
URL:http://www.shalomwakaba.com/
。 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。

