シャローム若葉

ハイキングクラブ

シャローム若葉では、職員の健康増進のために岡田隊長の引率のもと、ハイキングクラブ活動を行っています。
今年も 5/16（土）に茨城県にある「筑波山」に登る予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で中止になってし
まいました。当クラブは発足してから、早 10 年目を迎え、今回で 19 回目となります。年に 2 回程日帰りで行か
れる山などに職員を主とした有志 5～6 名や元職員等、健康に関心のある方で出かけています。
この外出自粛要請がでている中、少しでも自然を感じられたらと思い、今回登る予定だった「筑波山」について
紹介したいと思います。
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春のミニ運動会

筑波山（875.9m）
・筑波山は万葉集や古今和歌集にも詠わ
れている歴史のある山です。男体山と女
体山の二つ山頂をもつ双耳峰（そうじほ
う）で 1000ｍ以下の山ですが、深田久
弥の百名山にも選ばれています。
※次回は、実地レポートがお届け出来ると良いですね

デイサービスでは「コロナに勝つ！」と 5 月 12 日に運動会を行
いました。玉入れ・パン掴み競争・玉運びの 3 種目をチーム一
丸となって競技しました。

地域と福祉のあんしん懸け橋
角山 孝一 様

シャローム若葉
訪問介護
デイ

各サービス空き情報

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。随時受け付けておりますので、ご連絡下さ
い。
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。
月（△） 火（〇） 水（〇） 木（△） 金（〇） 入浴についてはお問合せ下さいますようお願い致します。
（月）〇 （火）〇 （水）〇 （木）〇 （金）〇
ご希望に副える様対応させていただきます。
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虹の家

シャローム若葉 桜木本部
TEL：043-234-5111
児童デイサービス STEP+
TEL: 043-312-6655
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
デイサービスセンター
TEL：043-235-4866
若葉放課後等デイサービス TEL：043-235-4865 FAX：043-235-4850（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（訪問介護・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】このご時世、週末は巣ごもり生活を心がけています。暇つぶしに、Amazon プライムビデオで「東京ラブス
…
トーリー2020」を観ました。私の青春時代は織田裕二さんと、鈴木保奈美さん主演のラブストーリーでしたが、スマホを
持ったり長距離バスで移動というのが、現代風に思えました。その頃を思い出して甘酸っぱい気持ちに。(H)
シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2020 年 5 月号 編集・発行 広報委員会

こんにちは 元気出していきましょう
一年で一番生きとし生けるものの輝きの増す季節を迎
えましたが、今年は例年とは様子が違います。新型肺炎
コロナウイルスに世界が怯え、私たちの日常はすっかり
変わりました。一体いつまでこの緊急事態が続くのかだ
れにも予想ができません。「三密」を控え、人との接触
を可能な限り避けて、一日も早い事態の収束を願わずに
はおれません。
しかしこのような事態の中でも、私たちは介護の働き
を続けています。いやこのような時にこそ、利用者やご
家族の皆様の必要に応えなければと、そしてそれが地域
の必要に応えることであり、私たち法人の使命なのだと
改めて考えています。
もちろん、それは容易なことではありません。利用者
の必要に応え、社会の期待に応えるためには、行政の指
導を仰ぎつつ、利用者を始め関係者への感染を防止する
ための対策を懸命に講じ、具体的に実践していかなけれ
ばなりません。家族や関係者の皆様との必要な情報を共
有し、実践に活かしていかなければなりません。
今、私たちだけでなく、社会全体が未曽有の経験の中
で、戸惑い不安を抱えながらも懸命にそれぞれの責任を
果たそうとしています。

医療現場が崩壊することがないように祈りたい
と思います。行政の皆さんや物流関係者、生活必
需品の販売関係者、そして生活のライフライン関
係者のそれぞれの現場が崩壊することがないよう
に祈りたいと思います。そしてどうか介護現場も
崩壊することがないようにお祈りください。
シャローム若葉は高幣施設長を始め、職員が一
丸となってこの事態に対応していますが、職員一
人ひとりの健康が支えられ、利用者の皆さんの必
要に応えることができるように、お祈りくださ
い。利用者の皆様を始め、関係者の皆様のご健康
が支えられるように、そして一日も早い新型肺炎
コロナウイルスの問題が収束することを祈りま
す。
皆さん、元気出していきましょう。

社会福祉法人 三育ライフ
理事長 東海林 正樹

入職・異動した職員の紹介
新人で～す！！

シャローム若葉では今年度 6 名が入職し、職員の異動もあり、また 5 月からは桜木本部において新しく児童デイサービスＳＴＥＰ+
を開所致しました。皆様が健やかに、自分らしくお過ごしいただけるよう職員一同努力して参りますので、これからもシャローム若葉
の各サービスをよろしくお願いいたします。
其の 2

其の１

児童デイサービス Step+

『ご入居者が「住処」として毎日を過ごせるよう、これまでの経験を生かしながら、お一

児童デイサービス STEP+の田原由紀子と申します。以前は多機能型事業所で障がい

人お一人の人生を尊重し、かけがえのない暮らしをお手伝いしていきたいと思います。

児・者の支援をしておりました。また、短期間ですが虹の家で高齢者介護も学ばせていた

先ずは、色々覚える事が先決です(^^;)』 貴島美里

だきました。

千葉市あんしんケアセンター桜木

これまでの経験や知識を生かし若葉放課後等デイサービス同様に皆様から信頼される事
業所になるよう努めてまいりますのでどうぞ宜しくお願い致します。
其の 2

児童デイサービス STEP+保育士の山川有子と申します。以前も子供と関わるルームや
放課後等デイサービスで働いていました。これから来る子供たちの笑顔を楽しみに、今まで
の経験を活かしながら子供たちの成長と共に自分も成長していきたいと思っていますのでよ
ろしくお願い致します。

其の 4

あんしんケアセンター桜木の事務員として入職し２年が過ぎました。シャロー
ム若葉の皆様には親切丁寧にご指導いただきまして誠にありがとうございます。
今年の４月からは若葉区第２層桜木圏域担当の生活支援コーディネーターとし
て、これまで同様あんしん桜木内で勤務しております。今後ともどうぞよろしくお
願いいたします。 大木

新しくオープンした放課後等デイサービス STEP+にて、自立に向けて必要な力を
各々のお子様に合ったやり方で習得できる様サポートさせていただきます。以前
働いていた就労移行支援事業での経験を活かしながら、また私も青年期の発達障
害の子供を持つ親であるということから、リアルタイムで共に考え、向き合いた
いと思います。林 美鈴
其の 4

4 月より放課後等デイサービスに勤務をしております岡田貴代です。以前にも放課

も前進できるよう頑張りたいと思っています。また、地域に密着したセンターとして、皆様の信頼

グループホーム虹の家

をますます得られるよう努めてまいります。

家族の手伝いをしたことがきっかけで介護に興味を持ち、この春まで福祉系
の短期大学で学んできました。それ故、現場の経験が浅く、至らない点も
多々あると思います。その時はご指導よろしくお願い致します。
ご利用者と関わっていく中で、人と人との支えあいやコミュニケーションの
在り方など様々な方面での学びを深めていきたいと思っています。
虹の家 髙見 優花

千葉市あんしんケアセンター桜木

福祉用具貸与事業所
心機一転、新しい職場で張り切ってま～す
3 月より福祉用具に異動になりました。右も左も解らない状態でのスタートとな
りましたが、どうにか 3 月が無事終了致しました。全職場ではパソコン等には
あまり触れる機会がありませんでしたが、これからは ICT の活用を求められて
います。スタッフの皆様にご迷惑をかけながら、前に向かって進んでいきたい
と考えております。コロナウイルスの為になかなかでられませんが何とか凌い
でいきたいと思います。浅谷

三育ライフ介護３原則

１．知識に基づく「正確」な介護

課長
令和 2 年 4 月より障害福祉サービス課長を拝命しました齋藤です。これも日頃
の皆様のご支援の賜物と肝に銘じ、新事業所、既存の若葉共々従業員一丸と
なり更なる地域福祉の発展に精進して参ります。まだまだ未熟ではございま
すが、引き続きより一層のご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

其の 6

4 月よりあんしんケアセンターでお世話になっています海老澤成江です。
前職は、病院の医療事務をしておりました。
介護事務は未経験ですが、いろんな事に興味を持ち勉強していきたいと思っています。
慣れるまでご迷惑をお掛けするかもしれませんが頑張りますのでご指導宜しくお願い致し
ます。

其の 1

センター長

き上げた、沢山のものを引継ぎ、維持して行くことに努力し、さらに課題となっている面に一歩で

な事を吸収できればと思います。宜しくお願い致します。

異動しました！！

昇進した職員の紹介
この度、あんしんケアセンター桜木でセンター長となりました矢嶋です。前任のセンター長の築

後等デイサービスの勤務経験があり、そこでの経験を活かしつつ新たな環境で様々

其の 5

其の 3

春の良き日四月から、あんしんケアセンター桜木でお世話になっています亀ヶ澤で
す。 前職はシャローム若葉でデイサービスの看護師をしておりました。利用者様との触
れ合いも楽しく仕事をさせて頂きました。今回の異動で事務の仕事をさせて頂いており
ます。周りの方々にお世話になりながら仕事をさせて頂いている事を有り難く感謝してお
ります。

其の 3

若葉放課後等デイサービス

グループホーム虹の家

２．愛の心からの「誠実」な介護 ３．健康な精神で「清潔」な介護

主任
この度、4 月から主任を務めさせて頂いております牧田です。これもひとえにあんしんケ
アセンターを初め皆様の御支援のおかげです。不安はありますが新しい仕事を覚えて
円滑にセンター業務に注力できるよう精進してまいります。力の及ばない部分もあるか
と思いますが、これからも引き続きご指導の程よろしくお願い致します。

主任

4 月より訪問介護事業所の主任兼管理者を赤田哉恵が担当させていただくことに
なりました。ご利用者様がいつまでも住み慣れた自宅で過ごせるように、地域
包括ケアシステムを意識し、多職種と連携をとりながら支援して参ります。宜
しくお願い致します。

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。

