第１４回 研究発表会のお知らせ
今年も研究発表の時期がやってまいりました。発表の見学希望も随時受け付けておりますので、是非ご
一報の上ご来場頂きシャローム若葉の働きをご覧になって頂ければと思います。
日 時 平成 29 年 11 月 20 日（月） 18：00～20：00
～家族の会サロンより～
場 所 シャローム若葉桜木事業所 ３F 教会堂
連絡先 043-308-8588 担当：森川
家族の会サロンは毎月第
タイトル
～サブタイトル～

部門
第１デイサービス
訪問介護事業所
福祉用具貸与事業所
あんしんケアセンター桜木
生活支援コーディネーター

『愛のステップ♡』
～デイサービスの新プログラム～
『ヘルパーのお仕事』
～ぜ～んぶ見せます！～
書類に振り回される介護保険制度！？
～ICT の導入で職場環境改善へ～
地域包括ケアシステム推進に向けて
～知っていますか？あんしんケアセンター～
千葉市生活支援コーディネーター

２０１７年
１０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

平成 29 年 10 月 15 日発行

３木曜日に若松事業所ふれ
あいサロンにて 13：30～
15：00 まで開催中です！
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
る事で気が楽になる事もあ
ると思いますよ。
今後の開催日程
10 月 19 日、11 月 16 日

～住み慣れた地域で安心して暮らしていけるまちづくり～

シャローム若葉

各サービス空き情報

第１デイ

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なります
ので、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

訪問介護

第２デイ

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なります
ので、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

虹の家

（月）△ （火）◯ （水）◯ （木）△ （金）◯
ご希望に副える様対応させていただきます。

10 月 1 日行われたボランティア感謝の集いの様子。
多くの方のご出席を頂きました。

割り箸アート
鈴木 靖夫 様

地域と福祉のあんしん懸け橋

制作工程等も展示されておりますので、
是非お近くでご覧になってみて下さい！
発行：社会福祉法人 三育ライフ

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

10.31

現在、満室ではございますが、いつでも入居受付を行っており
ますので、ご相談下さい。

シャローム若葉 桜木本部
第１デイサービスセンター TEL：043-234-5111
TEL：043-308-8588 FAX：043-234-5119（共通）
第２居宅介護支援事業所
生活支援コーディネーター TEL：043-308-3020
シャローム若葉 若松
第２デイサービスセンター TEL：043-235-4866 FAX：043-235-4850
グループホーム虹の家
TEL：043-235-4867 FAX：043-235-4868
ライフハウス
居宅介護支援事業所 TEL：043-214-3450 FAX：043-234-8411（訪問・居宅共通）
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：043-234-8412（福祉用具）
千葉市あんしんケアセンター 桜木
TEL：043-214-1841
FAX：043-214-8787

【編集後記】先日、世界最大の福祉用具の展示会 HCR に行ってきました。大人数の中を歩いていると、後ろ
から、「ちょっと、すみません！」と年配の女性から声を掛けられました。「それ、どこで買えるの？」と私の転が
している用具に興味を持たれたようです。介護用品ですが、買い物袋がぶらされられて使いやすいです。
シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2017 年 10 月号 編集・発行 広報委員会

皆様、今日は!
私は通常、虹の家に定期的に診察にお伺いし
ていますが、年に一度は皆さんのインフルエン
ザの予防接種に対応しております。既に 10 年
以上前からの恒例に成っておりますので多くの
皆様とは少なからず顔なじみに成っているもの
と思われます。
さて、今回は「こんにちは」のコラムに投稿
して欲しいとの依頼を受けましたので、ご希望
通り、インフルエンザに関して述べさせて頂き
たいと思います。
皆様ご承知の如く、インフルエンザにはＡ型
とＢ型が有ります。そして、ウィルスの感染を
受けてから 1～3 日間程の潜伏期を経て発症
し、風邪と同様の症状が現れますが、通常の風
邪に比べて全身症状が強く、特に高齢者や基礎
疾患を持っている人（糖尿病や高血圧症、並び
に内臓疾患等）は重症化し易く成る事は良く知
られております。そして毎年発生するインフル
エンザ（季節性インフルエンザ）は我が国では
通常、初冬から春先にかけて流行し、その多く
は自然に治癒するが、一シーズンに少なくも数
百万人から多い年では一千数百万人の患者が発
生し、学校や仕事などを休む人が一気に増え、
毎年数千人から数万人が重症化し、命を落とす
人も見られています。
予防注射に関してですが、現在使用されてい
るインフルエンザワクチンはポリオや麻疹ワク

チン程の高い効果は期待できませんが、平成
11 年厚生科学研究費補助金：新興・再興感染
症研究事業（インフルエンザワクチンの効果に
関する研究）報告では 65 歳以上の施設に入居
している高齢者については 34～55％の発病を
阻止し、82％の死亡を阻止する効果が有ったと
されています。然し若年者はもう少し高い効果
が期待されるとされています。従って、予防注
射は積極的に推奨されるべきであると考えます
が、私はシャローム若葉の全職員がワクチン接
種をされる事を期待しております。
理由は簡単で、先ず、自分自身と家族を守る
為、そして何よりも、他人に奉仕する立場の職
員一人一人が自分が感染源に成らないように自
覚し、他人に感染させない様に努力する事こそ
が人の為に働くシャローム若葉職員の第一の務
めであると考えるからであります。
そのような理由からも今年も皆さんにお会い
できる事を楽しみにしております。以上インフ
ルエンザ予防に関して触れ
た上で今後の皆様の地域社
会に関する貢献を祈念して
こんにちはへの投稿とさせ
て頂きます。
今後とも宜しくお願い致
します。
クリニックあしたば
院長 中村 宏

ボランティア
感謝の集い！
お詫び

2017

10 月 1 日（日）にシャローム若葉若松事業所にて、ボランティア
感謝の集いが行われました。
皆様お忙しい所、足を運んで頂きまして誠にありがとうございま
した。当日の様子を紙面にてご報告させて頂きます。

9 月号にて一言掲示板のご案内をしておりました
が、紙面の都合で来月号に振替となりました。
誠に申し訳ございません。

お品書き（第４部）
一、増田信則様（マジック）
一、齋藤嗣一様（南京玉簾）
（以下職員有志による）
一、淋しい熱帯魚（wink）
一、パーフェクトヒューマン
一、カイマナ・ヒラ（フラダンス）

右の方は女性！？男性！？

私は、植草学園の福祉学科（地
域福祉専攻）に通っており、今年
から始まった「ワーキングスタデ
ィ生」と言う制度でを利用して４
月から働かせて頂いております。
グループホームの２階とデイサ
ービスが私の働いている場所とな
り、平日にそれぞれ３～４時間働
いています。利用者の方との会話
を始め、トイレ介助、入浴介助等
の仕事をしています。
初めの頃は、何も分からず、何
をしていいかが分からず教えて頂
いた仕事をするだけだったのです
が、私がお一人ずつ挨拶をすると
「新しい人？今日からよろしく
ね」と声掛けをして頂き、とても
嬉しかったです。

施設内はもちろんの事

外出行事にも参加！

健康寿命は「足」から伸ばす！

三育ライフ理事長東海林正
樹による挨拶

第 2 デイサービスに歩行及び筋力維持訓練の為の昇降階段ができました。
当事業所に勤務されている中込さんのご厚意により、デイサービスでリハビリ訓練に使って下さい、
と素敵な階段を頂きました。 皆さんが安全に使えて、又、異なる組み合わせで使えるよう（久々に頭
を使って）手すりを設置致しました。

練習では苦労をしていましたが
本番に強い所を魅せちゃいました

最後はしっとりと
フラダンスで

日にちを重ねていくたびに、ご
利用者の方と色々な話が出来るよ
うになり、今はとても楽しく仕事
が出来ています。
介助の場面では、初めの頃は慣
れないことが多くて戸惑ってばか
りだったのですが、男性の方の髭
剃りのお手伝いをしたり、その方
の注意しなければならない事を今
では覚えて介助が出来るようにな
りました。
これからも、ご利用者の方や職
員の方と関わり合い、勉強をして
いきたいと思います。よろしくお
願いいたします。

普段は、デイサービス利用者
の前で日頃の練習の成果を発表
されていますが、今日はボラン
ティア同胞の皆様の前でご披露
頂きました。
また、職員もこの日の為に日
夜特訓を重ね、発表致しまし
た。果たして出来は！？

県議会議員・若松台幼稚園理事長
田中信行様の来賓挨拶

１．手すりが無い状態

設置例２

２．35 ㎜の穴を開けます。
皆様の健康の為
頑張りました！

３．35 ㎜ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟと直止
金具で固定します。

設置例１

お品書き（第５部）
一、いなり寿司・海苔巻き
一、鶏のから揚げ
一、ししゃもの香味揚げ
一、かぼちゃの煮物
一、揚げ茄子の南蛮漬け
一、白和え
一、季節の果物
一、和風ゼリー
三育ライフ介護３原則

１．知識に基づく「正確」な介護

２．愛の心からの「誠実」な介護 ３．健康な精神で「清潔」な介護

ある時は大工
又ある時は施設長
やってます！

４．ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟと 32 ㎜の木製手すりは自在金具で固定します。中央の手すりは階段の向きに
合わせて変更出来るよう回転止めﾈｼﾞがついた金具を使用しています。
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（shalom）とはヘブライ語で平和、平安を意味します。

