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シャローム若葉一言掲示板（おまけ）
虹の家の家族会が 7 月 23 日（日）
に行われます。
今回は、流しそうめんをする予定な
ので、雨が降らないといいなぁ・・
晴れすぎないといいなぁ・・・。

第１デイでは、7 月 27 日、28 日に納
第１デイでは、
涼会を行います。今年は趣向を凝らし
た催し物を用意しております。
ぜひ、見学に
ぜひ、見学にお越しください。
ください。

７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
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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木曜日に若松事業所ふれあいサロ
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
ンにて
13：30
30～15：00
00 まで開催中
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
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になる事もあると思いますよ
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。
今後の開催日程
７月２０
７月２０日

８月１７日
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による七夕の飾り付け
七夕の飾り付け
若松台幼稚園の園児たち
若松台幼稚園の園児たちによる

過去 30 年の統計では
7 月 7 日は約
日は 8 割の確率で
雨だそうです。
今年は晴れましたね！

しん懸け
地域
地域と福祉
福祉のあん
あんし
け橋

写真展は、８月１
写真展
までシャ
８月１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。
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。
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【編集後記】
梅雨明けの宣言はまだですが、刺すような日差しはすっかりと夏の様です。夏といえば海ですが、千葉の海は今、赤
潮でその匂いは市内にまで達しています。夏休みが始まる頃には、事態が収束して欲しいですね。
潮でその匂いは市内にまで達しています。夏休みが始まる頃には、事態が収束して欲しいですね。（N）
シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2017 年 7 月号 編集・発行 広報委員会

It is not how much we do, but how much
love we put in the doing. It is not how
much we give, but how much love we put in
the giving

これは、1979
1979 年にノーベル平和賞を受けら
れたマザーテレサの言葉です。何かに躓きそう
になった時にこの言葉を思い返します。それ
は、仕事ではもちろんのこと、家族に対しても
特に子育てをしている時には特に一歩引いて物
事を落ち着いて考えることができました。
今、目の前にあることに本質的に何が必要な
のか、感情や気持ちを抑えたいがために逃げ道
を選んでしまってはいないか、流されてしまえ
ばその方が楽だけどそれが本当に良いことなの
か。「今」を解決したいために、落ち着いて冷
静に考えてより良い判断をするというのは、と
のですが最終的に良い方向に向かな
ても難しい
ても難しいのですが最終的に良い方向に向かな
ければ、相手にとってもそれは毒になってしま
うこともあるのではと思います。
もう寝る時間なのに宿題が出来なくて子供が
困っています。夜も遅くなったし…答えを与え
てしまえばきっとすぐに終わります。自分だっ
て疲れて眠いし、「まっ、いいか」と楽な方へ

流されたいそれが人の常です。でも、一歩引い
て考えてみる。答えを教えてしまえばすぐに終
わるし子供も「ヤッター」で済みますがそれで
は、誰のためにもならない、子供のために決し
て良いことではありません。一緒に悩み一緒に
考える。時間がかかるかもしれないですが、悩
考える。時間がかかるかもしれないですが、悩
んで困っている子ども自身に解決できるように
導いてあげる。忍耐力や根性が、必要な時があ
るかもしれません、それでもどうすることが一
番良いのか、そうするにはどうしていかねばな
らないのかを見極める時間を大切にし、正しい
判断ができ、それを実行していく力を持てる人
間になれたらと思います。私自身、子育ては、
ほぼ終了していますが（笑）
最後に日本語訳を付け加えておきます。
大切なのは、どれだけ多くをほどこしたかで
「大切なのは、どれだけ多くをほどこしたかで
はなく、それをするのに、どれだけ多くの愛を
こめたかです。大切なの
は、どれだけ多くを与え
かではなく、それを与
たかではなく、それを与
えることに、どれだけ愛
をこめたかです
をこめたかです」
シャローム若葉
第２居宅介護支援事業所
主任 森川 裕美（写真左）
（写真左）

シャローム
シャローム若葉一言掲示板
若葉一言掲示板
あんしん

虹の家

第１
第１デイ

第２居宅

給食部門

昨年４月から第１デイサービスで
働き始め、早１年と少しが過ぎまし
た。
介護職員初任者研修は受けていた
ものの、実際に介護の仕事に就くの
は初めてで、最初は自分が何をした
ら良いのか全くわからずに右往左往
するばかりでした。
今もまだまだ
今もまだまだ慣れないことは多い
ことは多い
ですが、
ですが、ご利用者と会話を楽しんだ
利用者と会話を楽しんだ
り、励まされたり（ ）、助けられ
り、励まされたり（!?）、助けられ
たり（
たり（!?）、皆様にお世話になりつ
）、皆様にお世話になりつ
つ仕事をしています。
勤務を始めた頃、先輩職員が
勤務を始めた頃、先輩職員がご利
用者に「ありがとう」を連呼するの
にとても違和感がありました。
「お茶をもう少し飲んでください」
→（飲む）→「ありがとう」
「歯磨きをしてください」
→
→（歯を磨く）
（歯を磨く）→「ありがとう」
「ありがとう」
「お風呂へ行きましょう」
→（立つ）→「ありがとう」

「ありがとう」は自分が何かをして
もらった時の応答だと思っていたの
で、何がそんなに「ありがとう」な
のか腑に落ちませんでした。
でも、スムーズに動けない方、意
思疎通の難しい方などが、こちらの
お願いを受け入れて下さったことに
対して、嬉しくもあり「ありがと
う」の思いから、今ではすんなりと
言える様になりました。
また、
また、ご利用者から「ありがとう」
利用者から「ありがとう」
と行って貰えるととてもうれしく励
みになります。
先日の書道の時間に、デイサービ
スご利用の Y 様が「○子（奥様の名
前）万歳
前）万歳」と書いていました。日頃
」と書いていました。日頃
の感謝を込めて書いてみたと仰って
いました。
「ありがとう」の一言で空気を変
える力がある気がします。これから
も意識して「ありがとう」と発して
いきたいと思います。

運動会での一コマ

バザーでお子さんと一緒に
はいッ！チーズ！

～避難訓練
避難訓練～
避難訓練
シャローム若葉のデイサービスでは、
毎年６月と１０月にご利用者の
毎年６月と１０月に ご利用者の皆様にも
皆様にも
参加し
頂き避難訓練を行っています。
参加して頂き避難訓練を行っています。
今年は
１３日に若松事業所で
、１４日
今年は１３日に若松
事業所で、１４日
には桜木
事業所で実施されました。
桜木事業所で実施されました。
何事も予防が大事になりますので、皆
様も火の元には十分にご注意を！！

今年度 4 月に開設した第 2 居宅。
歩き始めたばかり、一歩ずつ一歩
ずつ確実に前進していけるように
努めます。

左の写真は水消火器によ
る消火訓練の様子です。
厨房の方と山本課長が写
っていますがなかなか堂
すがなかなか堂
にいっていますね！
っていますね！

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

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。

