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地域と福祉のあんしん懸け橋 

HP／http://www.shalomwakaba.com 

この度、６月１日を以って介護予防デイサービスから管理部門総務課へと異動となりました永島

と申します。私が入社したのは、2000 年 4月。今から約 15 年前になります。そしてその年は今皆

様もご存知の介護保険制度が始まった年でもあります。 

介護保険制度は保険制度としてはまだ出来て間もなく、走りながら考え「（介護保険制度が維持

出来る様に）介護保険制度を常に見直す」 

と言うスタンスで今日に至っており、制度改定は直近では今年 4月にも行われています。 

しかし昨今、高齢化社会と言われた時代から超高齢社会へと変わり、要介護の認定者数が増え、

それに伴い、介護保険料の支出が増大、保険制度が圧迫しているという現状が出ています。 

そうした現状の中、介護保険制度を維持する為、今回の改正では３つの柱で制度改正が行われま

した。 

その３つの柱とは 

１、中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化 

２、介護人材確保対策の推進 

３、サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築 

となっています。 

この他にも地域ケアシステムの構築やご高齢者の社会参加への呼びかけ等、 

地域ぐるみでの福祉の実現を目指す方向へ舵を切る事となりました。 

さらに今後、平成 29 年度に介護予防通所介護事業（予防デイサービス）と 

介護予防訪問介護事業（予防ヘルパー）は千葉市地域支援事業の中にあります 

日常生活支援総合事業に組み込まれる見込みとなっています。 

介護保険制度は目まぐるしく変わり、私達介護従事者は変わりゆく介護保険 

制度に追いつき正しく理解して行かなければなりません。 

ご利用頂いているご利用者の皆様にご迷惑が掛からないよう常に最新の情報 

を入手し、皆様に発信していく事が大事になるのだと思っています。 

 

平成 27 年 6 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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【編集後記】関東もようやく梅雨入りし、これから暫くの間憂鬱な時期になりそうです。 

今月のふれあいサロンの「押し花展」は花だけでなく野菜なども使いとてもきれいな作

品です。現在ふれあいサロンに展示中。ぜひ実際に見てもらいたい作品展です。 

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 6 号 編集・発行 広報委員会 
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 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。 

 

 

 

押し花展 

安齋 通子 

 

 
 

 

 

今年今年今年今年もももも多多多多くのくのくのくの方方方方からからからから献品献品献品献品をををを頂戴致頂戴致頂戴致頂戴致しましたしましたしましたしました。。。。ここでごここでごここでごここでご紹介紹介紹介紹介させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。 
マルコ食品 森大地 石原緑 内川尋子 山口伊東子 大岩要 生田浩嗣 鶴岡英司 内村澄子 金田寛子 大山和定 黒川芳子 町田ヨシ 菊池眞太郎 佐野良子 角綾子 
間瀬洋子 柳澤春枝 山口登志 高山のぶ 青木智江子 片柳光子 稲葉明子 井上晃一 井ノ上康子 小田桐 世江子 亀田徳子 坂根房江 庄司一枝 南原真寿美  
沼田三保 三橋洋子 吉場慶子 岸高壽 有本福子 工藤フミ子 栗本寿子 渡邉睦子 徳永奎三 藤崎よね 宇田川龍子 柴徹 安達恵美子 岩井貞夫 及川洋子 海津 金
内 木川進 杉浦初江 髙橋シゲ 田中照子 田野 園子 塚原けい子 新田克人 福島瑞枝 松井与志子 宮前典子 村田千代子 村松甲子三 吉場徳二 青塚勝恵  
片岡廣美 桑原久米 椎木久子 平湯富子 松沢ふみ子 吉野 彩 渡辺智子 石村由雄 小川澄子 熊谷郁子 鈴木義博 近間芙美江 櫻林文子 有田京子 岩附晶子  
上原 喜美子 岡部紘子 金子幸允 黒木シズノ 多田京子 多田博子 時田衣身子 原田道子 藤澤和枝 山口栄子 矢嶋富美子 山田研太郎 篠崎みつ 原るみ  
中尾糸江 大谷明子 片岡瑞穂 木澤アケミ 日下部夏子 小島はる 斉藤美惠子 坂本スミ子 佐藤勝雄 佐藤武雄 高木義雄 武澤善子 福田奈保子 福原肇  
山本安子 若菜久子 千脇重治 金子洋子 小島玉枝 田中すい 千脇すみ 木村すみえ 田中陽子 今井洵子 河原貫 黒田日出夫 塚本寿美穂 飛塚寛 戸村佳世子  
戸村良子 廣井克実 藤田八郎 藤田カツエ 吉羽淳子 小林正明 千葉胤道 加藤仲子 岡崎至 木村信子 信太和子 東平瑞江 古川貴子 宮賀崎アイ 黒崎啓美  
牛久保勝次 杉浦隆子 上村ユリ子 坂倉美知子 林正子 弘中寿子 安斉道子 岩井由紀子 金久保順子 鈴木章枝 藤井榮子 藤井和子 望月清美 森川裕美  
飯島よしえ 沖浩 井桁静男 伊藤博子 猪又信子 今田智子 上中八重子 榎本千代 小川優子 加瀬利子 作田登喜子 嶋村春美 白井紀子 髙山範雄 田代早智子  
谷口雅子 戸村登志子 中原基陽子 花澤佳子 藤本喜弘 前原尚子 山賀隆次 山本昌子 吉田礼子 野中洋子 渡邊ひさ子 網野清子 石橋芳子 岩本冨久 関心道 
笠原千枝子 衣鳩正雄 齋藤綾 佐藤洋子 佐野いし子 篠原敦子 島田栄 鈴木富由子 須藤敬子 髙橋キヨ子 高橋久子 滝野節子 田村和子 萩野富子 林清子  
平野愛子 深沢堯江 古田秀勝 古田実津子 松尾邦子 峰嶋喜美江 村田京子 山崎チヤ 栗山英子 橋本美智子 池田美知子 石川道子 大嶋昭 伊藤千佳子  
栗山直美 黒坂直哉 佐藤明子 篠田千代子 砂長谷和子 浜田朝子 樋口正乃 舟橋矩子 菅野笙子 常住秀子 小柳綾子 高橋秋子 川村賢子 関里美 高津五寿寿  
徳納美智子 中村千代子 松村百子 山川勝利 稲家眞佐江 竹下哲郎 市原かね 日暮すゑ 大岩一磨 畑俊子 山口峰子 豊田照江 広瀬榮子 大川久美子  
大竹えり子 髙尾節子 旭ヶ丘第一歯科クリニック 實川幸子 鈴木美千枝 深山太賀夫 根本弘子 浅川千鶴子 西岡清子 吉岡順子 伊藤芳江 富谷文子 番場吉明 
清水貞子 松井秋枝 剱持しのぶ 山本裕子 奈良早苗 関口公子 上屋敷司 吉田工業 高山 松戸文夫 内田セツ 熊岡百合子 齋藤市郎 竹下史郎 高玉さかゑ  
豊田知子 飯田誠 新和式典㈱ 藤森清彦 鶴田光雄 ㈱クローバーケア 三育フーズ㈱ 有限会社高麗酒店 株式会社ﾅｽﾀﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｼﾞｪｲﾃｨｴｰｽﾀｰ株式会社  
井口正二 池田裕子 石倉夫美雄 大友多市 粕谷光子 片岡廣美 児玉悦子 関口けい子 長塚美代子 蛭田昭子 松本はるみ 服部香里 大田さとみ 高橋由美 

シャローム若葉 総務課長代理 永島慎志 

５月１９日ＳＤＡキリ

スト教会のアジア地区青

年合唱団ゴールデンエン

ジェルスのみなさまがシ

ャローム若葉を訪れてく

ださいました。 

平均年齢 20 代前半の

すばらしい歌声に利用者

も職員も感動にあふれて

いました。 

 

 

 

桜木３F 

教会堂にて・・・ 

家族の会サロンのお知らせ（再掲） 

 

 

ふれあいバザーご協力感謝致します！！（敬称略・順不同） 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

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。 

福祉用具コーナーがバザーへ初出店！ 
杖や靴をお安く販売いたしました。 
ちょうど良い大きさの靴が安く買えたと喜んでく

ださる方もいらっしゃいました。 
来年もお店を出す予定です。また掘り出し物があ

るかも？ 
 
「あの 3000 円の車いす、どうなったの？」 
「売れたよ！1500 円で！」 
「ええーーっ！！！」 

今年は屋台での焼きそばをはじめ、多くの食品

が出ていました。今年初めての試みの一つのキャ

ベツ焼き。 
大変美味く、家で作っちゃいました。家族にも

大変好評でした。 

バザーの次の日ご利用者が・・・ 
「この服良いでしょ？」 
「いくらに見える？」 
「うーん」 
「バザーで 200 円だったのよ」 
「えっ～安い！！とてもお似合いよ！」 

駐車場にて車両誘導してましたが、唐

揚げを買いに行こうと思ったら予想以

上に好評だった様で、すでに売り切れ

ていました。残念！ 
 

焼きそば作りは、真剣勝負！ 焼き鳥職人は、笑わない 

そろそろ白黒つけましょう 
福祉用具初の出店 

シルバーカーから車いすまで お子さんも夢中になりました 何が当たるか？ガラガラポン！ バザーは今年も大盛況！ 

笑う門には、「服」着たる！ 

美しいメイドさん、大集合！ 
キャベツ焼きまさかの大好評！ 新鮮な野菜はいかがですか？ 

癒やしスポットでひと一休み 

斜め４５度で、はいポーズ！ 

シャトルバスは大忙し！ 

食べてびっくり、拘りのカレー 

やわらかい唐揚げ屋さん 

駐車場では、学生さん

が大活躍でした！ 

休憩所 

５月１７日、シャローム若葉ふ

れあいバザーが行われ、当日は晴

天にも恵まれ、多くの方にご来場

頂きました！ 
今年のバザー売上は、七十七万

円余となりましたことを報告させ

ていただきます。使途としまして

は、地域福祉、高齢者福祉の向上

に供させていただきます。 


