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ふれあい
ふれあいバザー開催のお知らせ
バザー開催のお知らせ
毎年恒例のシャローム若葉ふれあいバザーの季節がやって参り
ました。
今年もシャローム若葉の若松事業所にて、食品から雑貨各種を
取り揃えて皆様のご来場をお待ちしております。
すでに数件のお問い合わせを頂いておりますが、献品につきま
しては 4 月 17 日から 5 月 17 日までの期間
で行う予定となってお
日までの期間で行う予定となってお
ります。
また詳細は追って紙面にてご連絡させて頂
また詳細は追って紙面にてご連絡させて頂きたい
きたいと思います。
と思います。
その他、ＨＰやブログにも情報を載せさせて戴く予定です。
３月７日に行われた地域交流委員会の様子。
テーブルの上には試作品も！？
日 時 平成 29 年 5 月 21 日（日）

３月号
月号
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 299 年 3 月 15 日発行
日発

10
10：30 開始予定！
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
虹の家は、現在満床となっております
は、現在満床となっておりますが、ショートス
が、ショートス
テイでのご利用は可能ですので、ご相談下さい
テイでのご利用は可能ですので、ご相談下さい。
入居をご希望の方は、
入居をご希望の方は、待機者として
待機者として
待機者として登録を承ってお
承ってお
りますので、ご家族、或いはご友人で
りますので、ご家族、或いはご友人で
ご家族、或いはご友人で今後のご利用を
ご利用を
検討されている
検討されている方がいらっしゃいましたら、是非ご相
方がいらっしゃいましたら、是非ご相
談下さい。空きが出ましたらこちらからご連絡させて
談下さい。空きが出ましたらこちらからご連絡させて
いただきます。

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）
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まで
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～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。
４月、５月につきましてはバザー準備の為、中止
とさせて頂きます。６月より再開予定です。
「房州彫」は、何度か紙面にも掲載し
「房州彫」は、
何度か紙面にも掲載し
ておりますが、今回は 10 年以上作成を
続けておられる三角さんに電話にて取
材（？）をさせて頂きました。
房州彫は竹を素材に作られています
が、一つの作品として完成させるのに
は、およそ半月程度かかるとの事でし
た。雰囲気を作り上げるのに重要な色
つけには、茶粉（ちゃこ）という染料
つけには、茶粉（ちゃこ）
という染料
を使用しているそうです。
是非とも素敵な色合いの実物をご覧
になってみて下さい。
突然のお電話にも関わらず、丁寧に
ご対応頂きましてありがとうございま
した。
また、素敵な作品をお待ちしており
ます！

シャローム
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：043-234
234-5111 FAX：043-234FAX
-5119
シャローム
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：043-235
235-4866 FAX：043-235FAX
-4850
グループホーム
グループホーム虹の家
TEL：043-235
235-4867 FAX：043-235FAX
-4868
ライフハウス
居宅介護支援事業所 TEL：
：043-214-3450
3450
訪問介護事業所
TEL：
：043-214-5567
5567 ライフハウス共通
ライフハウス
FAX 043-234-8411
8411
福祉用具貸与事業所 TEL：
：043-309-8598
8598
千葉市
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：043-214
214-1841
FAX
FAX：043-214
214-8787

【編集後記】28 年度の「こんにちは」も皆様のご協力により 3 月号まで無事に発行する事が出来ました。29
月号まで無事に発行する事が出来ました。 29 年度
も試行錯誤しながら……皆様に楽しんで頂ける様にしたいと考えています！
も試行錯誤しながら……皆様に楽しんで頂ける様にしたいと考えています！次年度も乞うご期待(*^^*)（I
も乞うご期待
I）
シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2017 年 3 月号 編集・発行 広報委員会

雛壇ですが、今年
例年２F
例年２ に展示している
に展示している雛壇ですが、
今年は１F に！

※シャロンちゃんは卒業しません

しん懸け
地域
地域と福祉
福祉のあん
あんし
け橋
寒さも日ごとに薄らいで参りましたが皆さま
お元気でお過ごしでしょうか？
アメリカでは新年にドナルド・トランプ大統
領が就任し歓迎ムードどころか世界中で不安と
心配の渦に巻かれています。
彼自身が本当はどんな人物であるのか？これ
からどのような政治を行っていくのか不安と期
待の憶測がテレビで毎日流れています。
好き嫌いは別として実は私、トランプ氏が大統
領になるんじゃないかと以前より予想しており
ました。
なぜ彼が大統領になると予想したのか？それ
は彼の言葉遣いの乱暴さは非常に残念ではある
ものの、発言の内容は「多くのアメリカ国民が
現実に思っていた内なる本音や不満、また変化
への期待」を代弁しているのではないか、と私
には思えたからです。
つまり国民の隠された心に「傾聴」し「共
感」していると感じていました。
対するヒラリー氏には歴代有力候補同様「華
やかさ」
「品格」
「綺麗な理想」を感じました。
「現
私は、社会福祉の仕事に 15 年従事し、
実」と「理想」のギャップから学んだ視点を働

かせた結果、直感的にアメリカ国民もが同
様に
かせた結果、直感的にアメリカ国民もが同様に
「現実に耳を傾けた視点」を選択するだろうと
予想しました。
果たして選挙結果はどうだったでしょう。僅
差でしたが、今回は「理想」より「現実」
、
「品
格」より「本音」を予想通り、国民が選択しま
した。
大統領選前に言っておけば説得力あったなぁ
と思う今日この頃です。職場内においては、ト
ランプ氏と公言した証人はいましたが・・
（笑）
現実が少しでも理想に近づく世の中になるよ
う、これからも福祉人として、社会人として研
鑽を積んでいきたいと思います。

※シャロンちゃん作画担当の方と 第２デイサービス
は別の画伯による「トランプ氏」
管理者 高山

昌邦

一年の振り返り

今年度
今年度も一年お
お付き合い頂
頂きまして、
、誠にありがとうございます
にありがとうございます
にありがとうございます。
今号では
では、平成
平成 28 年度の「
「こんにちは
こんにちは」を振り
り返ってみたいと
ってみたいと思います
います。

４月号～６
６月号
入社式に始まり、お花見、福祉用具のご家族向け講習会などがありました。５月号は
１ページを丸々使ったひとり言葉が掲載されました。６月号ではバザー特集でした。
昨年のバザーはスタッフが初めてコスプレをしてのおもてなしでした。カメラ片手にスタ
ッフの写真を撮るのに必死だった覚えがあります。
７月号～９月号
100 歳の誕生日の方を表紙に始まった７月号。七夕イベントの紹介や三法人
歳の誕生日の方を表紙に始まった７月号。七夕イベントの紹介や三法人の関わり等
の関わり等
を紹介させて頂きました。８月号では納涼会の紹介とシャローム若葉が誇る給食事業の紹
介をしています。９月号では敬老週間改め老人週間のデイサービスについてや国際福祉機
器展についての
器展についての紹介。福祉用具の日が
紹介。福祉用具の日が 10 月 1 日と言うのは初めて知ったという方も多く
おられたようでした。

私が生活支援コーディネーターと
言う仕事をさせて頂いて、半年が過
ぎました。
私たちの仕事は、これからますま
す加速するであろう少子高齢化に伴
い、介護保険に頼るだけでなく、高
齢者の方々が、住み慣れた地域でい
つまでも生き生きと暮らしていける
環境を整えるお手伝いをすることが
活動の要です。
まずは、若葉区の隅から隅まで
まずは、若葉区の隅から隅までお
邪魔させていただいて、色々な地域
の方の生の声を聞かせて頂き、高齢
者の方が安心して暮らしていく為に
は何が必要とされているのか調べる
ことから始まります。
「買い物に行きたいのだけれど、
そこまで行く足（ 手段）が無くて困
そこまで行く足（手段）が無くて困
っているの」という足腰が痛い女性
の声や、「誰かと話がしたいのだけ
ど、どこに出かければ良いのか分か
らない」と言う一人暮らしの男性の
声。その他にも、色々なお話を聞か
せて頂きました。

その様な活動をして中で、心が動
かされる、素晴らしい支え合い活動
をされている団体の方々と出会うこ
とが多々あります。
例えば、見守り・安否確認やゴミ
出し、外出支援などの活動をされて
いる方々。
介護予防に繋がる体操を広めてく
れているシニアリーダーの方々。
地域の高齢者の方が気軽に交流出
来て、生きがいを見いだせる場を
来て、生きがいを見いだせる場を作
って下さっている方々。
そんな方々のパワーや心意気に接
した時は、本当に感動し、いつも元
気を頂いております。
私たち、生活支援コーディネータ
ーの活動は、まだまだ地域の方々に
浸透していない部分もあり、厳しい
お声を頂くこともあります。
けれど、各地域の特徴を把握し、
それぞれの地域にあった住みやすい
環境作りを、地域の方と一緒に作り
上げていくことを目指して、努力し
ていこうと思います。

おやつ作りとひな祭り

10 月号～12
12 月号
リオパラリンピック車椅子バスケットボール日本代表の千脇貢選手の紹介をさせて頂き
ました。以前シャローム若葉で勤めていた縁もあり、インタビューの依頼を
ました。以前シャローム若葉で勤めていた縁もあり、インタビューの依頼をした
した所、快諾
所、快諾
頂き紙面に載せさせて頂きました。他にはボランティア感謝の集い
頂き紙面に載せさせて頂きました。他にはボランティア感謝の集いの紹介。11
11 月にはデイ
サービス恒例の作品展、ヘルパーステ―ションやあんしんケアセンターの活動紹介等も掲
載されています。
12 月号は何と言ってもクリスマス会ですが、その他にも研修発表会の
月号は何と言ってもクリスマス会ですが、その他にも研修発表会の報告等
報告等を載せさせ
載せさせ
て頂きました
て頂きました。
1 月号～2
2 月号
新年明けて 1 月号ですが、新年の挨拶から始まりお正月行事の
月号ですが、新年の挨拶から始まりお正月行事の紹介。そして年末に結成さ
紹介。そして年末に結成さ
れた劇団シャロームの記事
れた劇団シャロームの記事や茶道にまつわる小話等も紹介させて貰っています。
茶道にまつわる小話等も紹介させて貰っています。 月号で
茶道にまつわる小話等も紹介させて貰っています。2
はデイサービスでの
デイサービスでの
デイサービスでの節分の様子やシャローム若葉の新年会、ホームページのリニューアル
様子やシャローム若葉の新年会、ホームページのリニューアル
等について紹介させて頂きました。
等について紹介させて頂きました。
広報委員より・・・
広報委員より・・・こうして振り返りますと、新年度も皆様に分かりやすくシャローム若葉の雰囲気が
こうして振り返りますと、新年度も皆様に分かりやすくシャローム若葉の雰囲気が
伝えられる様に努力を重ねていかなくては、という想いが湧き上がってきます。
なお「こんにちは」の過去分ですが、
「こんにちは」の過去分ですが、
「こんにちは」の過去分ですが、読みたい
読みたいという方がおられましたら、桜木事業所にお電話頂け
という方がおられましたら、桜木事業所にお電話頂け
れば、ご送付させて頂きますので、遠慮なくお申し付け下さい。またホームページでも、約半年分の画
像データがアップされていますので、ご自由に閲覧頂ければと思います。
三育ライフ介護３原則
三育ライフ介護３原則

１．知識に基づく
１．知識に基づく「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 ３．健康な
健康な精神で「清潔
で「清潔」な介護

新年会ではキレキレのダンスを
魅せた高田さん
（写真中央）
魅せた高田さん（写真中央）

〜桜木デイサービスにて〜
デイサービスにて〜

ひな祭りに少し早かったの
ですが、
ひな祭りに
かったのですが、
３月１日（水）にボランティアの高津さ
んによるお琴演奏会が行われました。
今年は、ひな人形を玄関から見える場
所に飾り、その前でお琴の音色を聴きな
がら春の歌やひな祭りなど、皆様で歌
い、楽しまれました。
おやつには桜餅を召し上がり、「もう
春だね」など会話が弾んでおりました。
（表紙でも写真を使用しております）
ご利用者のご協力の下、おやつ作りで八つ橋を作りました。
また、その前日の２月２８日（火）には、ご利用者のご協力の下、
また、その前日の２月２８日（火）に
２月２８日（火）に
ご利用者のご協力の下、おやつ作りで八つ橋を作りました。
シナモンと抹茶の２種類の味の生地を作り、
あんこを入れて
八つ橋がめでたく完成！
シナモンと抹茶の２種類の味の生地を作り、その中にあんこを入れて
あんこを入れて八つ橋がめでたく完成！
ご利用者の皆様からも「美味しいわね」との声が聞かれ、良い午後のティータイムになりました。
ご利用者の皆様からも「美味しいわね」との声が聞かれ、良い午後のティータイムになりました。
ご相談下さい。
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

シャローム
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。
シャローム（shalom）とは
ヘブライ語で平和、平安を意味します。

