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地域と福祉のあんしん懸け橋 

HP／http://www.shalomwakaba.com 平成 27 年 8 月 15 日発行 

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 

２０１５年 
8 月号 

【編集後記】毎日、猛暑日が続いています。ご利用者に水分補給をすすめますがすす
めすぎて自分達の水分補給を忘れそうになります。脱水・熱中症等・・・こまめな水分
補給に心掛け、この夏を乗り越えましょう。（H） 

展示作品募集中！ 

シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2015 年 8 月号 編集・発行 広報委員会 
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TEL：043-235-4865 FAX：043-235-4850 

ライフハウス 
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家 族 の 会 サ ロ ンより 

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 

虹の家のご入居者様 ７月のお誕生会 

みなさん、こんにちは。 

 早いもので介護保険法の改正から既に 4 ヵ月が過ぎました。シャローム若葉においては、介護保険単価

の引き下げの結果減収となり、職員給与にも影響がでています。 

 在宅においては、既存事業の経営だけでは減収となり、淘汰されていく方向に向かっていくと予想され

ます。そうならないようにする為にはどうすれば良いのか、シャローム若葉にとってはチャレンジの 3 年

間になります。ご利用者と協力しながら望まれるサービスを展開していく事が近隣地域にとっても肝要だ

と思います。 

 さて、4 月号にて予告させて頂きましたスウェーデンの教育制度について、ご紹介させて頂きます。ま

ず、教育については、基本的に無料です。日本でいう高校までは、完全無料化されており、大学において

は奨学金制度を利用して卒業するのが一般的となっています。したがって、子供が出来たから教育費が嵩

んで、教育を受けさせられないという事はありません。 

 これは国を強くする為には教育が不可欠であるという考えに基づいています。5 年後、10 年後にはどう

いう方向に国が進むべきか、どういう職種が嘱望され、不足が出るのかを予想し 

、国策として職能人を育成するのです。その為に学校を全て国営化することで、 

必要な学部の人員調整をする事が可能となり、日本のように少子化が進んでいる 

にも拘らず、大学を増やしたりするということはありません。 

 小学校までは、複式学級となっています。これは、幼少期は児童の成長スピー 

ドに差異があるため、複式にした方が良いとの事でした。  

 落ちこぼれを作らないという発想です。又、保育園は、共稼ぎ世帯の事を考え、 

朝 6 時～18 時まで営業しており、子供の朝食は園で、両親は、自宅で取るという 

事になります。共稼ぎ夫婦の朝の負担を軽減するという理由から営業時間が決め 

られています。紙面の関係で、今日はこれくらいでペンをおきたいと思います。 

シャローム若葉  
施設長 高幣義嗣 

90 歳の母。 
 優しい一言もかけてあげようかなと思っていても、いざ顔を合わせるとそんな事は全然出来なくて、
あまり会話も笑いもない介護生活。 
 ある日、私が書類の処分をするのに手動のシュレッダーをかけていると「手伝ってあげる」と言い出
した。 
（何を言っているの？何も出来ないのに）と思いつつも 
「じゃあ紙を一枚ずつ入れて」と・・・。 
 母が紙を入れる人。私がレバーを回す人・・・。 
  
「私も少しは役に立つ？」「うん、立つ 立つ～」 
「猫よりまし？」「まし まし～」 
「ハイ、今日のお仕事終わり。ご飯代稼ぎました」 
 
そんな会話が出来ました。ほんの束の間でしたが、結構楽しいひと時でした。笑えたし。 
 本人も役に立つ喜びを感じたのかな、世話になるばかりは辛いのかな、嬉しそうな顔をしていまし
た。 
 それから数日間同じ仕事をして同じ会話をしました。介助用から変えた自走用の車椅子も案外うまく
動かせたりする、何も出来ないなんて決めつけてはいけないのかな。 
 こんな会話が出来るようになった私も、ずいぶん気が練れてきたものだ。 

61 歳 介護者 T 

 

 

第二回 

8 月 4 日～ シャローム若葉 ふれあいサロン 

K.KAKUYAMA 

納涼祭の日 ご利用者と共に・・・ 

家族の会サロンのご案内 
サロンは毎月第３木曜日、若松事業所内ふ
れあいサロンにて 13 時 30 分から 15 時まで
開催中です！是非お立ち寄り下さい！ 
～今後の予定～ 
 ８月２０日（木）  ９月１７日（木） 



            

 

  

 

 
 

ご利用者分が３０食前後 

職員分が２０食前後で平均４５食前後 

 

 

３名～４名 

 

魚料理。 

 

 

魚料理や煮物。 

 

衛生面は勿論、彩りや盛り付け、ご利用者が食べやすい

硬さに配慮しています。 

 

 

 

特にありません。美味しいと喜んで召し上がって頂き、残

食の少ない時に嬉しさを感じます。 

 

 

 

 

食べられる他のものに代替しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 第２デイサービスで「スイカ割り」                                       

 

ご利用者分が３２食前後、配食５食 

職員分が１０食前後で平均４５食 

 

 

 

半々位になるように気をつけてはおりますが、肉料理 

の方が多いです。 

 

天ぷら等の揚げもの、素麺、そば、肉料理 

 

提供時間、食器の汚れ、（盛り付け時についたりする 

ので）色彩、盛り付け量（同じように盛り付けている 

か？）、味付け食札に明記されている通りに食事が配 

膳されているか？ 

 

今でもそうですが、１２時５分位前になると、認知症 

対応デイフロアーより、「お昼まだ？」や「おなかす 

いた」等の声が聞こえてきます。楽しみに待って頂け 

る方がいるのは、とてもうれしいですし、張り合いに 

もなります。この声に励まされながら、毎日仕事が出 

来るのはとても幸せな事だと思います。 

 

食事伝票によって食札に明記されている場合、禁止食 

として扱っておりますので、代替品を提供致します。 

笑顔を咲かせる 心の手 

         感動したエピソード紹介！！ 

 

事業所紹介 給食サービス 

 

若松中学校 職場体験者からの手紙 

拝啓 

 梅雨の折から、シャローム若葉の皆

様にはますますご健勝の事と存じま

す。 

 先日は、職場体験をご多忙にも関わ

らず、お引き受け下さり、誠にありが

とうございました。 

 この二日間で、本当に沢山の事を学ぶ事が出来ました。ご利

用者への気配りや、丁寧な御指導から、人と関わる職業の素晴

らしさに気づくことができ、将来の視野を広げる事が出来まし

た。また、介護の仕事ではご利用者を理解し、適切な対応を取

る事が大切なのだと実感しました。と、同時に仕事の厳しさと

介護職のあり方について学びました。職場体験の二日間で貴重

な体験をさせて頂き、ありがとうございました。 

 末筆ではございますが、高山様をはじめシャローム若葉の皆

様の一層のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

敬具 

I さん 

 

偲偲  ぶぶ  会会  

 

 この１年の間に、お亡くなりになられ

たご利用者のお姿をスクリーンに映し出

しながら、ご家族に参列をしていただき

ました。バイオリンとピアノによる追悼

演奏と共に、ご利用者の生前のお顔を思

い浮かべながら、しめやかにお祈りをさ

せていただきました。 

  

今の時期ですと、暑さが一番大変です。主菜担当の日

は、午前中ずっと、ガス台の前での作業になりますので、

背中が熱くて汗がすごいです。エアコンもありますが、換

気扇を回すので、冷たい風が換気扇の方へ流れてしまうの

で、あまり役に立ちません。あとは、禁止食の対応です。

代替品を探すところから始まるので、体もそうですが、頭

の中もクルクルと回転しています。  

Q１ 一日の給食の食数を教えて下さい。 

Q２ 何名体制で調理していますか？ 

Q３ メニューで魚と肉の料理はどちらが多いですか？ 

Q４ 人気のメニューは何ですか？ 

Q５ 給食を提供する時に気をつけていることはありますか？ 

Q６ 今まで記憶に残るエピソードがありましたらお願いいたします。 

Q７ ご利用者に食べられないメニューがあった場合は、どう対処しますか？ 

シャローム若葉 給食サービス Q＆A 第１デイ 第２デイ 

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。 

シャローム若葉 第１デイ

給食と、第２デイ給食サー

ビスの紹介です。 

７月９日（木） 

SDA 千葉キリスト教会にて、 

偲ぶ会が行われました。 

 6/24～25 に、若松中学校より 5 名の学生がシャローム若葉に

職場体験に来ました。その御礼のお手紙が届きましたので、掲

載いたします。 

 

 

 

シャローム若葉で勤務するようになり、15 年になります。 
第 2 デイサービスでも勤務をしていたことがありますが、現在は第 1 デイ

サービスで頑張っています！仕事は大変なこともありますが、毎日のご利

用者との会話はとても癒しになります。 
 
 物静かなご利用者。入浴中に話しかけると、「私、人見知りなの」と、

そっと教えてくれました。あまり話をしない方ですが、私にはよく話をし

てくれて、ある時「あなたはさみしがり屋だよね」と言われ、当たってい

たので驚きました。 
私たち職員もご利用者をよく見て接し、「シャロームでよかった！」と

思われるような、楽しく明るいデイサービスにしたいと思います。 

給食 山岸 明美 

第１デイサービス  佐野 正美 

仕事仲間と浴衣で、 

ちぃ～ず！ 

吉田雅子様（左）と 
竹井美子様（右） 

小林勝牧師による 
追悼メッセージ 

厳かな雰囲気の中で、故人
の在りし日を偲びました。 

３名～４名 

ご利用者が 
スイカ割り 
 

それを厨房で 
切り分けて 

ご利用者 
  みんなで 


