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シャローム若葉
訪問介護

デイ

（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。

ゲームで肩を温め鬼退治に挑みました。

各サービス空き情報
虹の家

地域と福祉のあんしん懸け橋

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。

現在、定員いっぱいとなっておりますが、状況は日々変化しておりますので、ご利用希望の方は、ご相談下さい。随時、状況をお知ら
せ致します。また、見学希望につきましては、発熱など風邪症状が無い方でしたら見学いただけますのでお問合せ下さい。
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【編集後記】 昨年から様々な物が遠隔で出来る様になり、大手のレストラン以外でも出前が頼めます。
自分は出前を取るという事をしたことがなく、ドライブスルー等しか使ったことがないので今年は出前を取って
みたいと思います。ですが、早くレストラン等で普通に食事が摂れるようになることを願います。（O）
問題答え（1）うなぎ・あなご （2）おこめ・ぱすた
（5）きんぴら・とうふ （6）いんげん・ごぼう

（3）からあげ・すし

シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2021 年 2 月号 編集・発行 広報委員会

「難題の無い人生は、『無難』な人生。
難題の有る人生は、『有難い』人生。」
これは聴覚障がいを持ちながら銀座のクラブに勤
務し、筆談ホステスとして話題になった斉藤里恵さ
んの著書に記されているメッセージのひとつです。
里恵さんがホステス時代に、「会社に入ってから
難題続きで心が安らぐ暇がなかったなぁ」と話すお
客様に向けて筆談で伝えた言葉だそうです。
私も壁にぶつかる度にこの言葉を思い出し、自分
の人生は『有難い』人生なんだと言い聞かせて乗り
越えてきました。確かに、何も困難や苦難がなく難
のない人生も、それはそれでいいと思います。です
が、長い人生の中で苦難や困難に出会わないことの
ほうが少ないのではないでしょうか。その時は苦し
かったり辛いこともあるかもしれませんが、そのよ
うな経験をすることにより、自分の未熟さを埋める
ことができたり、周りの人の有難みが分かったり、
人の優しさに触れることで自分も優しくなれたり…
自分自身が成長できる気がします。

現在、放課後等デイサービスを利用してい
る子ども達も様々な困難に直面する時が来る
かもしれません。まだまだ心のバリアフリー
が不足しているこの社会で、生きづらさを感
じることもあるでしょう。「困難な事が起こ
りませんように」と祈るのではなく、どんな
困難が起こっても乗り越える力、乗り越える
方法を一つでも多くストックし、一人で辛い
時には誰かの手を借りながら難を乗り越え成
長していってほしいと思います。
辛く苦しい時期があるからこそ、幸せや成
功もより大きなものになる。
未来を担う子供たちが、『有難い人生』の
中で自分なりの幸せを見つけられますよう
に・・

児童デイサービス STEP+
児童発達支援管理責任者
田原 由紀子

（4）たこやき・あめ

シャローム若葉デイサービスセンターへようこそ
皆さんは長時間のデイサービスと聞いてどういうイメージを思い浮かべるでしょうか？
『入浴』『食事』『レクリエーション』『リハビリ』等、様々なイメージがあると思います。
シャローム若葉デイサービスセンターでは「個別機能訓練」に力を入れて実施していますが、そ
れ以外の滞在時間中のほとんども「リハビリの時間」と考え無理なく取り組んで頂けるよう 1 日
のプログラムを組んでいます。プログラムの内容の一部を紹介しながらご自宅でもできる簡単な
リハビリを紹介致します！

13:40～14:40
「レクリエーション」は遊ん
でいるだけと思っていませ
んか？『火事場の馬鹿力』
ではありませんがゲームに
熱中していると普段よりも
力が出たり、手足が伸び
たりしている方もいます。作

9:00～11:00
午前中行うのが『脳トレ』。プリ
ントや『色塗り』です。大人のぬ
り絵は脳に良いとはよく聞きま
すが、考える事で脳の活性化が
促進されます。認知症の予防や
思考力を高める事を目的とした
計算問題・とんちクイズ・地理ク
イズ等毎日違う問題を用意して
います。右に問題があります是
非チャレンジしてみて下さい。
レッツ・脳トレ！

問題 ひらがなを並び替えて単語にしましょう。
例題（4 字・2 字）らかやききど⇒どらやき・かき
（３字・３字）

ポイントです。

（1）ごななうあぎ（2）おすめぱたこ
（４字・２字）
（3）あすかげしら（4）たきめやあこ
（４字・３字）

（5）うぴんふとらき（6）げんごうぼんい
ヒント

階段昇降・ゴム跨ぎ・段差昇降・スクワット等
個々の目標に合わせて数種類のリハビリを組み合わせて実施しています。
自宅での生活に必要な動作を安全に楽に行う事を目的とした機能訓練です。

答えは編集後記の下

起立訓練

太ももの筋力アップ体操

入浴・更衣

顔面～足先まで筋力の衰え

デイサービスの入浴は「手伝ってもらう・やってもらう」のが当たり前では

を予防・向上する事で、いつま

ありません！あくまでもできないところをお手伝い（介助）させていただい

椅子に座り片足ずつ膝を真

ています。
服を脱ぎ着する行為、体・髪を洗う行為も立派なリハビリです。

ゆっくりと数を数えながら

っ直ぐに延ばしていきます。

1.2.3.4 で立ち上がり

1.2.3.4 で足を延ばし

5.6.7.8 で座ります。

5.6.7.8 で下します。

「運動をした方がいいのはわかっているけど何をしていいかわからない。」

図は腕を組んでいますが

ポイント！
①背もたれに背中をつけな

「やっても三日坊主・一日坊主でやらなくなってしまう。」

い様に座ること

「一人で歩くのが怖い。」等、体力に不安のある方、少し頭を動かしたいな…と思いまし

手すり・テーブル等に掴ま
り、転倒に注意しながら実
施して下さい。

②足を延ばす時はつま先を
天井に向ける（足の裏が見
える様に）

＊足に痛みのある方は主治医に相談してから実施して下さい。
三育ライフ介護３原則

個別機能訓練

すべて食べ物です

昼食後の 13:00 頃から 30
～40 分間「集団体操」を行い
ます。

中心に第 2 の心臓と言われて
いるふくらはぎ等全体的に筋肉
を動かしています。
自宅でもできる簡単体操を
紹介します。朝晩 10 回が目
安です。無理をせずできる回
数で行いましょう
レッツ・チャレンジ！

集中力も養えるようです。
楽しく手足を動かせるのが

13:00～13:35

でも自分の事は自分でできる
様に筋力を鍛えています。下肢
の運動は立ち上がり時の転倒
や筋力低下によるふらつきを予
防する為に大腿筋（太もも）を

品づくりでは指先を使い

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

「一日テレビとお友達で動かない・喋らないことが多い。」「体力に自信が無い。」
たらデイサービスに来てみませんか？一人で出来ない運動も皆と一緒なら続ける事ができ
るかもしれません。体力に自信が無ければ少しでも身体を動かしてみませんか。お喋りや
外出も脳のリハビリになります。笑顔で運動を楽しみましょう。
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。

