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利用者利用者利用者利用者・・・・家族家族家族家族のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ 

前略、皆様益々御健勝の事とお慶び申し上げます。 

平素は「利用者・家族の会」にはご支援、ご協力を賜り感謝申し上げます。 

４月２１日（火）定例の２６年度定時総会を開催致しました。 

議案の中で今後の「家族の会」の運営について忌憚のないご意見を頂きました。 

甚だ寂しい思いも致しますが、今総会を以って会の運営を中止する事に決定致しまし 

た。顧みれば、家族の会も２０年前に発足致しました。 

その間施設側と相協力して家族の会は大きな成果を上げていた事は言うまでもありま 

せん。 

然しながら特に近年、役員また世話役の任務が非常に負担増な問題が生じてまいりました。 

当然役員の皆さんも同様に介護者でありますから、自らの家庭環境を重視しなければなりません。 

また一方で利用者の皆さんの家族環境も同様と思われますので、以前の様に「家族の会」の会員を募って

も中々協力を得られないので徐々に会員数も微減の傾向です。 

会の運営には、会員数、世話役、予算等が重要課題です。 

これらを熟考した結論として中止を余儀なくされました。 

事情勘案の上、皆様方のご理解を頂きたく存じます。 共に長い間ご支援、ご協力を賜りました事を心よ

り感謝申し上げます。 

本当に有難うございました。 

皆さん！今後はボランティアとして縁あったシャローム若葉を支えようではありませんか。 

 草々 

 

  平成２７年４月２２日 

シャロームシャロームシャロームシャローム若葉若葉若葉若葉「「「「利用者利用者利用者利用者・・・・家族家族家族家族のののの会会会会」」」」 

代表幹事 井口井口井口井口    正二正二正二正二 

役員一同役員一同役員一同役員一同 

地域と福祉のあんしん懸け橋 

HP／http://www.shalomwakaba.com 

笑いについて 

ユーモアや笑いは人生の潤滑油と言われていますが、それ以上に様々な効

用があります（図参照）。大きな声で笑うことは有酸素運動にもなります。 

私たちは、一日にどれくらい笑っているでしょうか？ 

NPO 法人プロジェクト aH （アッハ）では、「アッハ・メーター」という笑い

声測定システムを開発し、笑いの単位を「aH（アッハ）」としています。 

「アッハッハ」で 3アッハという感じです。 

 

平成 27 年 5 月 15 日発行 

ふれあいサロンに作品を展示してみませんか？ 

詳しくはこちらまでお問い合わせ下さい。 

電話番号 ０４３－２３５－４８６６ 
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利  用  者 ・ 家  族  の  会  便  り   

【編集後記】気候が暖かくなり、歩行器や電動カートのお問い合わせが多くなりました。

ご自分でお買い物に行けるようになった。久しぶりにお友達に会ってきた、というお声

を聴くと、この仕事をしていて良かったと思います。気持ちのいい季節ですね。（H） 

展示作品募集中！展示作品募集中！展示作品募集中！展示作品募集中！    

シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2015 年 5月号 編集・発行 広報委員会 

い介護予防」活動を行っていきたいと考えています。地域のサロン等様々な

会合へ「楽しい介護予防」をお届けしますので、お気軽に声をかけて下さ

い。自分も廻りの人も愉快にし一緒に笑いの輪を広げていきたいものです。 

 

私 ：今日職員 A さんは？ 

職員 B：職員 A さんは、訪問して直帰です。 

職員 C：直帰（チョッキ）はベストです。 

千葉市あんしんケアセンター桜木 センター長 赤間 美恵子 

第１デイサービスセンター/ 

地域密着型デイサービス/訪問入浴介護事業 

TEL：043-234-5111 FAX：043-234-5119 

シャローム若葉 若松 

千葉市あんしんケアセンター 桜木 

シャローム若葉 桜木本部 

グループホーム虹の家 

TEL：043-235-4867 FAX：043-235-4868 

第２デイサービスセンター 

TEL：043-235-4866 FAX：043-235-4850 

介護予防デイサービスセンター 

TEL：043-235-4865 FAX：043-235-4850 

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 

福祉用具貸与事業所 TEL：043-309-8598 

FAX（共通）：043-234-8411 

TEL：043-214-1841 FAX：043-214-8787 

発行：社会福祉法人三育ライフシャローム若葉 

理事長 東海林正樹 

施設長 高幣義嗣  

編集委員会：シャローム若葉 

広報委員会  岩井由紀子・芳賀卓 

永島慎志 

info@shalomwakaba.com 

 

介護や仕事の忙しい日常生活の中で笑うこと、特に大きな声を出して笑うことはなかなか難し

いものがあると思われます。私も今 89 歳の認知症の母の介護をしてますが、母に対して笑うより

も厳しい顔をしていることが多くなってきました。すると母は不安になり母の顔も厳しい顔にな

り、ますます解らなくなってきます。楽しい話をしている時は、10aH くらいの大きな声を出して

笑ったり、母も幸せそうです。 

「笑えないわ」と思うような辛い時や忙しい時でも、何かしら光を見つけ出しそれが心の拠り所

になるかもしれません。コンビニ等の店員さんで忙しいとブスッと対応する人もいますが、無愛

想に対応してもにこやかに対応して労力は変わらないのにと思います。 

今年度、私たち「千葉市あんしんケアセンター桜木」では、法人理念を基本として特に「楽し

い 

 

家族家族家族家族のののの会会会会サロンのおサロンのおサロンのおサロンのお知知知知らせらせらせらせ 

 さて、装いも新たに家族の会サロンが始まります。忙しい毎日、でも

たまにはホッと息抜き出来る時間があったら。 
シャローム若葉では、美味しいコーヒーをご用意してご利用者のご家

族、OB の方などのお越しをお待ちしています。何気ない話や、介護相

談、ただ美味しいコーヒーを飲みたい等、ホッとする時間を過ごして下

さい。 
基本的には、毎月第 3 木曜日の 13 時半～15 時半を予定しています。第

1 回目は 6 月 18 日で、場所は第 2 デイサービスセンターのふれあいサロ

ンになりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。 

 

 

 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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。 

  

伊藤高良、黒川文雄、長谷川ふみ、鶴田光雄、黒木静乃、新居史江、菊地テツ、黒田日出男、橋本美智

子、小島邦夫、中村宏、鵜澤恵一、砂長谷洋子、岸本良子、保科光枝、高玉さかえ、(有)高麗酒店、

(有)小安材木店、砂長谷和子、佐久間優子、京葉事務器㈱、久保眞理子、山本初枝、赤井清紀、飯田

誠、セブンスデー・アドベンチスト教団、井上二郎（㈱センキヤ）、シャローム浦上台、大岩要、衣鳩

正雄、大澤清美、岡野洋子、沖浩、シャローム東久留米、加藤和子、㈱フツラ、金子幸允、㈱グリーン

タワー、木澤アケミ、栗本寿子、多田京子、熊岡百合子、越川美紗子、ＳＤＡ千葉教会、佐々木久昭

（桜木町第 4 町内会）、柴田征、東海林正樹、シャローム横浜、中村卓（㈱千葉測器）、加藤敏夫

（興栄燃料㈱）、高津五壽壽、高原敏夫（社会福祉法人マザアス）、高舘洋子、田中信行（若松台幼稚

園）、シャローム横須賀、田原紀美子、玉井千恵、千脇静枝、千脇誠（㈱チワキ）、白井春彦（㈱ハル

ミコーポレーション）、寺岡信子、清水美智子、蔦森幸恵、清水伸一（千葉市老人福祉施設協議会）、

成田正幸、仲嶺盛仁（㈱ﾅｽﾀﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ）、林久雄（旭ヶ丘第一歯科クリニック）、平野紀子、小玉英

夫（若松台ふれあい広場）布施千草、桝井靖夫、丸山一郎、村田博、奥山聡（リネン・テック㈱）、山

本幸、吉田広子、紺野栄子、渡邊邦男、井口正二、ＳＤＡ光風台教会、塩高裕人、植草学園大学、日下

善次郎、みんなの党参議院千葉県第一支部 高瀬登代乃、堀位江、㈱カネダ工作所、シャローム若葉家

族の会、千葉市高齢障害部、大場隆（千葉市社会福祉協議会）、武孝夫（千葉市社会福祉協議会 加曽

利地区部会）、鳰川進一（千葉市高齢福祉課）、荻野緦子（千葉市社会福祉協議会 貝塚地区部会）、

赤間美恵子、矢嶋富子、木村信子、高田定佳、林スマ子、上山雅美、内田セツ、桑原宏幸、長谷川喜八

郎、村松容子、伊藤悦子、齋藤市郎、佐藤淑子、花澤佳子、熊谷通子、貝塚松風会 三育フーズ㈱、藤

森清彦、佐々木久利子、伊藤文子、森本文夫、小泉敦子、岩澤靖子、稲掛洋子、桜木長寿会、美助人、

藤本キヨ子、若松台ふれあい広場、浅野知恵子、栢野明子、千脇すみ、豊田知子、若松台幼稚園、原る

み、内田眞理 坂芳子、樋口正乃、中根勝子、片岡ハル、長谷川孝、岸高嘉子、旭ヶ丘保育園、中台善

一郎、伊藤博子、樫村静子、水池美奈子、小島邦夫、宮賀崎アイ 

ご寄付を戴き誠にありがとうございます。 

平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月 敬称略させていただきます。 

前号より告知させて頂いておりますが、今年も下記の日程において 
「シャローム若葉ふれあいバザー」を開催する事となりました。 
皆様からの献品を始め、様々な方のご協力を頂きまして開催できますこと心より感謝

致します。当日はスタッフ一同ならびに地域のボランティアの方々も含めまして、皆様

のご来場をお待ちしておりますので、是非足を運んで頂ければ幸いです。 

日 時 平成 27年 5月 17 日（日） 10：30～ 

場 所 シャローム若葉 若松事業所 

グループホーム虹の家、第２デイサービスセンター敷地内 

    千葉市若葉区若松町 2170-8 

電 話 043-235-4866 

図の赤枠内は駐車場となっております。 
混雑時はお近くの係員までお問い合わせ

下さい。 

訪 問訪 問訪 問訪 問 介 護 事 業 所介 護 事 業 所介 護 事 業 所介 護 事 業 所    

サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者    

金久保順子金久保順子金久保順子金久保順子    

 

27 年度事業計画のサブテーマは～地域で暮らす みんなで暮らす 笑顔の輪～ 

となりました。このコーナーでは毎回 福祉・介護専門従事者による 

新３Ｋ 感動・感激・感謝 のエピソードをお届けします。 

～地域で暮らす みんなで暮らす 笑顔の輪 ～ 

４月１９日に安全衛生委員会主催のウォーキングに行ってきました！ 
スタッフやその家族、その友達などなど総勢 20 名を超える人数で、若松事

業所から加曽利貝塚まで歩きました。 
予定ではもう少し遠くまで足を伸ばす予定でしたが、お昼を食べた後あ

たりから小雨が落ち始め、引き返すことに・・・。 
 午前中一杯のウォーキングでしたが、程よい運動となりました。 

↑こども広場 

朝取りの野菜販売→ 

昨年のバザーの様子 

沢山の方々のご来場を

お待ちしています！ 

あるご利用者から“かごの鳥 もう大丈夫と 巣立ちたい”と

２年２ヶ月前の「こんにちは」の紙面に言葉を頂きました。 

そのご利用者は先月４月の中旬に旅立たれました。いつも口癖

のように“私は羽をつけてどこへでも飛んで行きたい”と・・・ 

私がサービス提供責任者になり、２年５ヶ月の関わり持たせて

頂きました。 

ご家族の愛情をたくさん受けて、“私はこの家で一生過ごして

行く”と明るく元気に過ごされておられ、近所の方々の相談を受

けたり、私たちヘルパーに対しても常に気を配っていただき、

“私も頑張るからあなたも人のために頑張りなさい” 

と声をかけて下さる笑顔の絶えない素敵な方でした。 

人と関わる事の大切さを教えて頂いたと思います。私の心の中

のスキルアップになるように忘れずにいたいと思います。 

今、青空の上から元気な声で笑い、飛び回っているのでしょう

か・・・。 

虹の家のご利用者と接している 
金久保サービス提供責任者 

（本文のご利用者とは関係ありません） 


