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ふれあいバザー開催の為にご協力頂きました皆様のご紹介！
～敬称略、順不同～
桜木町長寿会、長谷川 繁子、廣田 忠義、今田 智子、松崎 トミエ、角 綾子、杉原 恵子、今福 光恵、千脇 八江子、
前田 邦子、上原 喜美子、安田 亥子、田中 すい、添田 クニ、時田 衣身子、鵜沢 せつ、小島 昭枝、白石 けい子、
時田 菜穂子、田村 和子、豊田 照江、山本 猛、田中 照子、櫻林 文子、田口 敏、原田 道子、嶋村 春美、池田
池田 隆、
菊池 眞太郎、片柳 光子、澤田 律子、藤井 輝政、松本 昭子、砂長谷 和子、多田 京子、多田 博子、小川 澄子、
吉田 礼子、中村 博史、鵜飼 秀子、藤森 清彦、芦谷 葉子、増尾 八千代、牛久保 勝次、斉藤 美恵子、服部
美恵子、
香里、
池田 美知子、笹原 幸子、杉浦 隆子、篠崎 みつ、藤田 カツエ、清水 清子、高津 世紀、髙津 五壽壽、寺岡
五壽壽、
義夫、
(有)昭光人形
昭光人形、加瀬
加瀬 昭宏、飯田 ハル、井上 喜美子、村田 千代子、小林 亘代、美野 久彌、栗本 佳弘、栗本 寿子、
藤井 榮子、竹下 友子、間辺 正子、中臺 静子、津田 暁美、田野 園子、国田 ケサ子、鈴木 美津江、有本 福子、
井桁 靜男、千葉 胤道、金子 幸允、深澤 尭江、島田 栄、篠原 敦子、長田 朝子、星野 達子、末永 啓子、
松尾 邦子、桜木北 古田、網野 清子、石橋 芳子、佐藤 勝江、佐野 いし子、岩本 富之、片岡 瑞穂、若松町 福田、
松本 幸子、桑原 久米、鳥居 嘉代子、佐々木 ケイ子、佐藤 さよ子、塚原 けい子、竹林 晴美、須郷 晴美、
加坂 信子、清水 美知子、熱田 家喜、稲掛 洋子、伝谷 悦子、石村 由雄、山田 政枝、山田 研太郎、大岩 一磨、
尾村 喜久子、中里 洋子、鶴田 恵子、秋田 せつ、飯島 よしえ、段木 一行、有田 京子、石川 みゆき、大友
みゆき、
多市、
伊藤 富美子、林 正子、大谷 明子、越川 美紗子、山﨑 照子、上田 利子、鈴木 紀代、山川 勝利、金沢 勀、
松澤 富美子、牧原 貞雄、手塚 美鈴、小島 玉枝、千脇 すみ、蔦森 幸恵、国田 ケサ子、立田 清子、渡辺 睦子、
折井 紀子、津原 由利子、野中 洋子、栗山 英子、今井
英子、今 貴子、本庄、戸田 ひさよ、島田 みき、中村 勲、布施 治、
若松町 武沢、渡辺 睦子、太田
、太田 喜十郎、上中 八重子、安斎 秀雄、河端 睦子、稲吉 幸子、村田 由美子、
根本 弘子、千葉市社会福祉協議会緑区事務所、上野 國吉、菱木 正子、浜田 朝子、徳永 順子、松井 岑夫、
山本 安子、小柳 綾子、井上 喜美子、荻野 静枝、金田 寛子、西岡 清子、伊藤 芳江、旭が丘第１歯科クリニック、
井上 幸彦、児玉 澄子、原 るみ、坂根 房江、三育フーズ株式会社、飯田 誠、美助っ人クラブ、㈱ﾅｽﾀﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ、
東京情報大学 翔風祭実行委員会、植草学園短期大学、
翔風祭実行委員会、植草学園短期大学、若松運輸㈱、
植草学園短期大学、若松運輸㈱、(有)桜木観光、吉田工業株式会社、
桜木観光、吉田工業株式会社、
桜木観光、吉田工業株式会社、渡邉
強、
(有)高麗酒店、
高麗酒店、石倉
石倉 夫美雄、エースター株式会社
夫美雄、エースター株式会社 千葉営業所、興栄燃料㈱、鶴田 光雄、蛭田 昭子、加藤 尚和、
片岡 廣美、吉田 雅子、高梨 満枝、長塚 美代子、磯部 豊喜、磯部 佐織、井本 良治、佐久間 満、伏見 美枝子、
丸山 敦子、吉田 敏英、渡辺 治子、篠田 昌子、渡辺 邦男、山口 伊東子、児玉 悦子、岸髙 嘉子、木澤 アケミ、
江澤 由美子、千葉 喜代子、奥田 真名美、矢嶋 富美子、木村 すみえ、富谷 文子、小野 裕美、秋元 倫子

シャローム若葉

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

空きがあります。お住いや曜日によっ
第１デイ て条件が異なりますので、ご一報頂け
れば対応致します。

各サービス空き情報
受け入れ可能です。是非ご一報下さ
訪問介護 い！介護上のご相談も随時受け付けて
おります。

空きがあります。お住いや曜日によっ

第２デイ て条件が異なりますので、ご一報頂け
れば対応致します。

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。いつ
でも受け付けておりますので、ご連絡
下さい。

水彩画展
永松 直幹

様

水彩画展は、７月３日
水彩画展は、７月３日までシャローム若葉若松ふれあいサロンにて展示しております。
までシャローム若葉若松ふれあいサロンにて展示しております。
お近くにお寄りの際には、是非ご覧になって頂ければと思います。
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：
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岩井由紀子・芳賀卓
岩井由紀子 芳賀卓・永島慎志
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お問い
い合わせ先：
info@shalomwakaba.com
HP:http://www.shalomwakaba.com/
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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
FAX：043-234-5119（共通）
）
第２居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所
TEL：043-308
308-8588
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
FAX：043
043-234-8411（
（訪問・居宅共通
居宅共通）
訪問介護事業所
TEL：
：043-214-5567
5567
福祉用具貸与事業所 TEL：
：043-309-8598
8598 FAX：043
043-234-8412（
（福祉用具）
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】初夏
【編集後記】初夏のような天候
ような天候に恵まれ、
に恵まれ、今年のふれあいバザーも大盛況に終わりました。
今年のふれあいバザーも大盛況に終わりました。焼き鳥コーナーから売り切
今年のふれあいバザーも大盛況に終わりました。焼き鳥コーナー
売り切
れの
の報せがあり、
、赤間センター長
赤間センター長からも「バナナ完売したよ！」
「バナナ完売したよ！」とニコニコ顔で報告が
「バナナ完売したよ！」とニコニコ顔
で報告がありました
ありました。ひとえに皆様方
ひとえに皆様方
ひとえに皆様方のお
力添えの賜物と感謝
力添えの賜物と感謝の意を表します
意を表します。私も
私も交通誘導
交通誘導を無事に終えることができました。
終えることができました。ありがとうございました。（H
終えることができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。 H）
シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2017 年 6 月号 編集・発行 広報委員会

６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
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焼き鳥 1 本：70
本： 円
焼きそば：250
焼きそば
円
カレー：
：300 円

職員さんも学生さんも笑顔で記念撮影！
暑い中お疲れ様でした！

皆様と共有出来た楽しい時間・・・
Ｐｒｉｃｅｌｅｓｓ！
Ｐｒｉｃｅｌｅｓｓ

しん懸け
地域
地域と福祉
福祉のあん
あんし
け橋
金よりも輝く銅メダリスト
昨年 8 月ブラジルでリオ・オリンピックが開
催されました。日本体操の金メダルを始め、今
なお多くの感動シーンが私たちの記憶に深く刻
まれている素晴らしい大会でした。このオリン
ピックで聖火の最終ランナーとしてその責任を
担ったのは、バンデルレイ・デ・リマ氏でし
た。氏についてはご存知の方もいらっしゃると
思います。
思います。2004
2004 年アテネ・オリンピックのマ
ラソンに出場し、見事銅メダルを獲得しました
が、「金よりも輝く銅メダリスト」と呼ばれる
ようになった人です。
その次第は次のようなものです。氏は 36 キ
ロ地点までトップを独走し、恐らく優勝するだ
ロ地点までトップを独走し、恐らく 優勝するだ
ろうと誰もが想定していました。しかし、その
時突如として、奇抜な衣装をまとった暴漢が彼
を襲ったのです。暴漢はすぐに取り押さえられ
ましたが、その後デ・リマ氏はペースを乱しま
した。何事もなかったならば、優勝していただ
ろうと思われる状況だったのです。深い失意を
覚えたに違いありませんし、試合を棄権したと
しても不思議でありません。
しかし、彼は最後まで走り続け、完走したの
です。スタジアムに戻った時、総立ちで迎える
観衆におどけるようにして応えながら、彼は見
事三位に入賞し、銅メダルを獲得したのです。

妨害にもめげず
に最後まで走り切った彼の姿を
妨害にもめげずに最後まで走り切った彼の姿を
受け、国際オリンピック委員会から銅メダルと
は別に、ピエール・ド・クーベルタン・メダル
がデ・リマに贈呈されたのでした。
競技後の記者会見で彼は「完走でき、オリン
ピックのメダルが獲得できたことが何よりも嬉
しく思っている。」、更に、「この銅メダル
は、『まだ私が金メダルを取ってはいけない』
という神からの試練なのです。」と語り、暴漢
を非難するコメントは一切なかったのです。こ
れにより、彼は「金よりも輝く銅メダリスト」
と呼ばれるようになりました。
私たちの毎日にも、仕事にも、そして人生に
も思いもよらないことがあるものです。しか
も思いもよらないことがあるものです。しか
し、何があっても、彼のように前向きに物事を
捉え、受け止める広い視点を少しでも自分のも
のにできればと思います。そ
の時、見えてくる風景には、
きっとさわやかな風が流れて
いるに違いありません。
社会福祉法人三育ライフ
理事長 東海林 正樹

シャローム若葉バザーが
出来るまで

地域交流委員
会にてバザー
日程等、大ま
かなスケジュ
ールを作成

出来れば雨宿りの出来る東屋に変えたい所です。
出来れば雨宿りの出来る東屋に変えたい所です。

今年度
今年度の特徴
・たこ焼きせんべいとチョコバナナの販売を
きせんべいとチョコバナナの
始めました
めました！
・植草学園短期大学
植草学園短期大学と
と東京情報大学
東京情報大学の生徒
さんが合計
合計 60 名以上参加下
名以上参加下さいました
さいました！
・一昨年
一昨年より始まったキャベツ
まったキャベツ焼きは
きは回を重
ねる毎に本場大阪の味
味に近づきました
づきました。
・野菜はおげんきくらぶの
はおげんきくらぶの
はおげんきくらぶの自家製野菜
自家製野菜と銚
子から産地直送
産地直送の野菜
野菜をご用意しました
しました。

地域の方も一緒に参加して頂き、地
域交流委員会で決めた事の伝達と内容
を再調整し
ます。
こちらはなんと自前で用意して
こちらはなんと
自前で用意して
くれました！感謝！

今年の寝具は点数少なく
てすみません！
次年度へ献品をお待ち
しております！

全体的な準備は終わり、あとは献品の
集荷や値付けを行っていきます。

バザー前日の
バザー前日の最終準備の
最終準備の
様子です。

暑い中、車両の誘導、
、車両の誘導、
本当にお疲れ様でした。

あとは事故が起きぬ
ように祈りつつ・・

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
知識に基づく「正確」な介護
な介護

いざ！
いざ
本番！！

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

。 シャローム（
ヘブライ語で平和、平安を意味します。
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。

