バザー開催のお知らせ
先月号にてご報告させて頂きましたが５月にバザーを開催する予定でおります。
今年も昨年同様にフリーマーケット方式での開催となり、出店者も全て決定し、現在、出店の準備を進めて
頂いている段階となっております。当日はフリーマーケットのみではなく、従来通りの焼きそばやカレーラ
イス、朝採れ野菜等も販売致しますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
また、当日は午後１時よりシャローム若葉２５周年の記念式典がささやかながら執り行われます。
元宝塚歌劇団星組の夏峰千さんをお迎えし、特別メッセージと公演がございますので、そちらもぜひお楽し
みください。皆様からの多くのご参加をお待ちしています。
～家族の会サロンより～

２０１９年
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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５月号

令和元年 5 月 15 日発行

家族の会サロンは毎月第３

日 時 令和元年５月１９日（日）
１０：００～１４：００
場 所 シャローム若葉 若松事業所

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！

※写真は昨年の様子

シャローム若葉

次回の開催日
5 月 16 日、6 月 20 日

各サービス空き情報

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
第１デイ

（月）△

（火）○

（水）○

（木）△

（金）○

訪問介護
で、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

ご希望に副える様対応させていただきます。

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
第２デイ

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
虹の家

で、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

となります。随時受け付けておりますので、ご連絡下さい。

令和初のイベントは端午の節句から！第１デイでは
ご利用者の皆様にカブトを作って頂きました！

岩堀 敏子様
押し花展

そのうち
平成も遠く…？

地域と福祉のあんしん懸け橋
母の日に
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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
第２居宅介護支援事業所
TEL：043-308-8588 FAX：043-234-5119（共通）
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
若葉放課後等デイサービス TEL：043-235-4865
（第 2 デイ・放課後等デイ共通）
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
訪問介護事業所
TEL：043-214-5567 FAX：043-234-8411（訪問・居宅共通）
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】平成から令和に元号が替わり、色々な想い出が蘇って来ました。たかだか 30 年、されど 30 年。色々な
出会いがあり、沢山の方に支えられて来た 30 年でした。人生色々ありましたが、結果オーライと言えるように頑張りた
いと思います。（H）
0…
シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2019 年 5 月号 編集・発行 広報委員会

若葉の色も少しずつ濃くなり、赤いツツジ、
白いツツジが濡れたみどりに映えて、美しく
輝いています。5 月の第二 2 日曜日は母の
日。だれにとっても甘くあたたかい「お母さ
ん」の日です。
母の日の始まりは、今から百年ほど前のこと
です。アメリカのバージニア州の教会の先生
だったジャービス夫人が、ある日曜日に「あ
なたの父と母を敬いなさい」という聖書の言
葉を子供たちに教えました。そして、「皆さ
ん、どうしたらお母さんに心からありがとう
という気持ちをあらわせるか考えて下さい」
と言いました。その後、時がたって、ジャー
ビス夫人は亡くなりました。その追悼会のと
き、夫人の娘のアンナがひと箱のカーネーシ
ョンを贈って、言いえないほどの母の愛に感
謝をあらわしました。その時からカーネーシ
ョンをもって母親に対する感謝をあらわす習
慣が生まれたと言われています。
わたしたち誰にでも「お母さん」がいます。
それぞれの心の内には、たくさんの感謝の気
持ちがあることでしょう。わたしには今年で
94 歳になる母がいます。幸い、元気にして
います。有難いことです。この母の日にわた

しもどのように感謝をあらわそうかと思っ
ています。
体育の先生で、跳び箱の練習をしていた時
の事故で、首から下の身体の機能が不自由
になられた星野富弘さんに次のような美し
い詩があります。
神様がたった一度だけ この腕を 動かし
て下さるとしたら
母の肩を叩かせてもらおう 風に揺れる
ぺんぺん草の実を見ていたら
そんな日が 本当に来るような気がした
どんなにお母さんの肩に触りたかっただろ
う。どんなにお母さんの肩を叩いてあげた
かっただろう。星野さんの心が思われて胸
が熱くなります。
わたしも母の日に、母への
感謝をあらわしたいと思い
ますが、母の日だから感謝
するのではなく、毎日を母
の日としなければと改めて
思うのです。
社会福祉法人三育ライフ
理事長 東海林 正樹

新年度を迎え１ヶ月・・・。毎年恒例（？）の各事業所職員紹介をご紹介致します！
今回も各事業所の推しメンに昨年同様４つの質問をぶつけてみました。
Q1 自己紹介
Q2 今年度事業所の中で新しくチャレンジしたいことはありますか？
Q3 自分(プライベート)で チャレンジしたいことは？
Q4 最後に今年度の 意気込みを四字熟語で！！

施設長
高幣義嗣

令和元年度
サービス事業所Ｑ＆Ａ
各事業所イチ推しメンバー
に伺います！
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福祉用具貸与事業 山中 悠

第１デイ 伊東 直美

訪問介護 貴島美里

A1：寺﨑です。1 年半の期限付き出向期間を終
えて、シャロームへ戻ってまいりました。太りました。
A2：私にとっては全てが新しいチャレンジですが、居
て良かったと思ってもらえるように頑張ります。
A3：令和初日に入籍しました。穏やかで幸せな家
庭を作っていきたいです。

A1：福祉用具の山中です。ご利用者や職員の皆様
に支えていただきながら日々の業務に勤めています。
A2:チャレンジというよりは、日進月歩で新しい福祉
用具が出て来ていますので常に気に留めて皆様にご
案内出来ればと思います。
A3：カラダを鍛えて足がもつれないようにしたいです…。

A4：報恩謝徳

A4：澄心静慮

A１：４月から入りました伊藤直美です。
介護未経験のためご迷惑をおかけするかと思いま
すが、よろしくお願いします。
A2:ご利用者の方が笑顔で過ごすことが出来るよ
う業務をしっかり覚えていきたいです。
A3：長男が高校に入学したので、毎日のお弁当
作りに励みます。

グループホーム虹の家 小谷 裕司

第一居宅介護 小川 由美子

A１：シャローム若葉に入社し１０年が過ぎました。
若松・桜木のデイサービスで８年、３事業所目の
虹の家に勤務し早２年が過ぎました。
A２：若松の第２デイサービスと放課後等デイサ
ービスと虹の家の３事業所のコラボイベントを年
に数回実施を出来たらと思います。
A３：ここ２年ほどスポーツクラブに通う目標をた
てていますが、途切れ途切れで実行できずいま
す。令和元年を機に週１回から実施したいと考
えています。

A1：第一居宅の小川由美子です。
千葉市中央区生まれの若葉区育ち。
これからも地元に貢献できるよう頑張ります。
A2：在宅医療について理解を深めたい。
A3：時短料理・断捨離

A1: 訪問介護（ヘルパー）の仕事を始めてから
…え？…18 年目を迎えようとしています。2 歳だ
った娘も社会人。月日が経つのは早いものです。
果たして自分自身は成長できているのでしょう
か？ 「初心忘るべからず」をモットーに日々学ば
せて頂いています。
A2: 介護人材の不足は深刻です。やりがいのあ
る仕事なのになぜ人が集まらないか？
「自らが成長でき、やりがいある仕事」を発信し
ていきたいと誰もが思っています。実行に移せる
よう皆で知恵を絞って前進していきたい！
A3: からだが資本のこの仕事！「健康」を願うの
みです。

A４：一粒万倍又は一路順風

A1：昨年 1 月より 第 2 居宅で介護支援専門員
として勤務しています。仲田です。やっと 1 年半が
過ぎました。まだまだ勉強しなければならないことが
多く失敗の連続です。
A2：ご利用者、ご家族が穏やかに過ごせるようまわ
りの方々の協力を得ながら、ご支援出来ればと思っ
ています。
A3：料理が不得意な為、少しでも料理上手になれ
る様クッキングスクールに通いたい！（クックパッドに
頼るかなぁ？）

A1:第２給食に入りました小林です。
よろしくお願いします。
A２：約八ヶ月経ちますが、覚える事が多くて大変
です。迷惑をかけないように早く一人立ち出来る
ように頑張ります。
A3：プライベートでは水泳をしています。今年はバタ
フライを完璧なフォームで泳げるようにしたいです。

A１：若葉放課後等デイサービスの椎名です。ご
利用者様との信頼関係を築いていけるよう、
日々奮闘しながらも笑顔を心掛けて頑張ってい
ます！
A2「勝負の２年目！」をモットーに「若葉放課後
等デイサービスにもっと通いたい(通わせたい)」と
思っていただけるような支援を職員一同一丸と
なって、試行錯誤しながらも実現できるようにし
ていきたいです。
A3：中学・高校時代に吹奏楽(フルート)をして
いたので時間に余裕があれば社会人楽団に入
団し、再チャレンジしてみたいなと思っています。

A4：一期一会

A4:一生懸命

Ａ４：誠心誠意

第１給食 藤沢 和枝
A1：年齢は秘密ですがねずみ年です。
A2：チャレンジというよりは健康。
A3：体調を管理しながら、またスポーツジムへ行
ける様な体つくり。
A4:：万里一空
三育ライフ介護３原則

１．知識に基づく「正確」な介護

A４：心機一転

第２デイ 加藤 尚和

A4：一期一会

第２居宅介護 仲田 光江

２．愛の心からの「誠実」な介護 ３．健康な精神で「清潔」な介護

A1:加藤尚和（なおと）を申します。
３７歳 趣味：音楽（ギター）
ご利用者様の笑顔をより多く作れたらと努力し
ています。
A2: 目標は上司や先輩と肩を並べて仕事が出来
るようになりたいです。
A3:車を買いたいです。
A4:切磋琢磨

第２給食 小林 美代子

いつでも見学できます。いつでもご相談下さい。

A4: 一致団結
訪問介護の正念場です(>_<)／

放課後等デイサービス 椎名 真衣

シャローム（shalom）とはヘブライ語で平和、平安を意味します。

