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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 
９月号 

【編集後記】暑さの厳しい日が続いていましたが、それも少しずつ和らいできました。しかし、雨が長く、過ごし

にくい日が続いています。季節の変わり目ですので、体調に気をつけ、無理のないようにしましょう。晴れる頃には

肌寒くなってしまうかもしれませんが、からっとした気持ちの良い空が待ち遠しいです。（Ｕ） 

展示作品募集中！ 

シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2015 年 9 月号 編集・発行 広報委員会 

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 

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 
 

 

 

地域と福祉のあんしん懸け橋 

「秋」を楽しみましょう 

皆さんお元気でお過ごしでいらっしゃいま
すか。 
 猛暑と言われた夏も終わろうとしていま
す。暑がりで汗かきの私にとっては、今年も
例年と変わらず暑い夏でした。 
 9 月に入りまして、いよいよ秋のシーズン
が到来です。秋は、「収穫の秋」「食欲の
秋」「芸術の秋」「読書の秋」「運動の秋」
などと言われ、過ごしやすく、気持ちの良い
季節です。皆さんはどのようにお過ごしにな
りますか。 
 人生も、「四季」に例えられます。 
 春。赤ん坊として誕生し、成長し、学び、
恋をし、結婚し、家庭を持ちます。その期間
は 25 年、もしくは 30 年くらいでしょうか。 
 夏。仕事をし、家を持ち、子供を育て、家
事をして、子供が家庭を築いていく。その期
間は、夏のように暑くて厳しい時期が数多く
あるかと思います。その間 30 年、40 年でし
ょうか。 

 そして秋。ご利用者の皆さんは、今この季
節を過ごしていらっしゃるのではないでしょ
うか。お子さんを立派に育て上げ、長い間の
お仕事を終えられた皆さんには、この「秋」
をゆったりとお過ごしいただきたいと思いま
す。お孫さん、曾孫さんの成長を楽しみ、趣
味に没頭し（熱中症には気をつけてくださ
い。）、ご友人との語らいや、おいしい物も
たくさん食べてください。皆さんがお元気
で、楽しみながらゆったりとお過ごしいただ
くためのお手伝いを、私たちシャロームがで
きたらと思います。 
 冬。植物は種に、昆虫などは卵に、動物た
ちは冬眠し春を待ちます。 
 私たちは、甦らされて永遠の命が与えられ
るという約束を信じて、ゆっくりと眠りま
す。 
 

シャローム若葉 
財務課長 山本 一 

朝、夕、めっきり涼しくなり過ごしやすい季節になりましたね。 

シャローム若葉のデイサービスをご利用のご家族の皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

私は 81 歳の認知症の主人を 5,6 年介護しております。 

介護という言葉は大変重みのある言葉です。 

「辛い、大変、重労働」という意味に思われます。 

（私の思った事です） 

 

今、毎日心掛けて主人に接している事があります。 

とにかく優しく優しく、何か１つでも出来たことがあれば、 

沢山褒めてあげます。 

 それと大事だと思ったことは、例えば着替え、食事の世話、やることは沢山あります。 

 それらは必ず声掛けをしてから行います。 

 この事で本人はとても安心して任せてくれます。（ありがとうの一言） 

 認知症でも１人の大事な人間です。この先も仲良く生活を共にして、主人にはいつまでもいつまでも長生きし

ていただきたいです。 

 最後に今の私の気持ちを書きました。 

T 様の介護者様より 

ボランティア＆介護職員募集中！！ 
私達と一緒にシャロームで汗を流してみませんか？ 

デイサービス、グループホーム等でボランティア及びパートタイマー

の方を募集しております。御興味がありましたら、ご連絡下さい！！ 

 電話番号 ０４３－２３４－５１１１ （担当：山本、永島まで） 

 

絵手紙展 都賀の台同好会 
※今年は 9 月 27 日 です. 
 

毎年の名物となっている 
職員によるよさこいソーラン 

敬老祝いの品（チューリップの球根）の贈呈 

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～ 

 ９月１７日（木） １０月１５日（木） 



            

 

  笑顔を咲かせる 心の手 

         

また、私が休暇で休みを取ると、ある

ご利用者は「お風呂で仕事をしているの

かと探したけど、見つからなくてさびし

かったよ」と話され、とても嬉しい半

面、ご利用者から常に見られているた

め、自分の所作に注意するように努めて

います。 

 「疲れた者、重荷を負う者は、だれで

もわたしのもとに来なさい。休ませてあ

げよう。」  

 この言葉は、聖書のマタイによる福音

書 11 章 28 節で、イエス・キリストご自

身が語られました。 

 シャローム若葉が、皆様にとって、い

つも平安な場所であることをお祈りしま

す。 

 末筆ながら、この場を借りて、皆様に

心から感謝いたします。 

 

 

第２デイサービス 吉村 信光 

 

 

 

 

 

 
 

 

                               

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 

感動したエピソード紹介！！ 

 

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 

居 宅 介 護 支 援 事業所 

 シャローム若葉で勤務するようにな

り、１年が経ちました。（前職場の）シ

ャローム横浜で最初の２年は介護福祉専

門学校に通いながら特養に、半年ほど一

般デイサービスに、１年半認知症デイサ

ービスで勤務していました。シャローム

横浜のデイサービスでは、ご利用者の座

席が固定されていたため、すぐに名前を

覚えられましたが、こちらでは毎日座席

が変わるので、名前を覚えるのに２か月

ほどかかり苦労しました。 

 今では、ご利用者と楽しく談笑できる

ようになりました。他の職員の協力があ

って、ご利用者のちょっとした変化に気

付くことが多く、サービス提供させてい

ただいています。 

 「家にいても、何もすることがなく、

デイサービスに行くのが一番の楽しみ」

というお話を多くのご利用者から聞ける

ことで、より良いサービスの提供をしよ

うという意欲がわき、仕事の励みになり

ます。  

 

 

 

 

 

 

今井です。シャローム若葉に入社後
５年が過ぎようとしてます。現在おむ
つ業務（納品・事務処理）とメンテナ
ンス・モニタリングの作業をしてま
す。おむつご利用者様の件数が８７件
になりました。 
効率の良い作業ができる様に工夫が

出来たらと考えてます。 

芳賀です。福祉用具専門相談員とし
て相談業務を行なっております。多く
のお客様と出会い、様々なことを教え
ていただきました。一本の手すりか
ら、お客様の幸せが叶えられる。その
ような仕事をさせていただき、大変感
謝をしております。 

福祉用具 上田です。福祉用具の相
談業務のほかにおむつ給付の管理等を
行っています。 
入社してから１年と数ヶ月が過ぎま

した。まだまだいたらない点も多いで
すが、がんばっていきます。 

剱持です。幸せを運ぶ仕事をしてい
ます。今年の夏は暑かったのできつい
と思ったことも随分ありましたが、た
くさんの幸せをたくさんの方々にお届
けできれば嬉しいです。皆さん、幸せ
になったらその幸せを少しだけ私に分
けてくださいね。 

高橋です。私たち福祉用具貸与事業
所は、ご利用される皆様の幸せを第一
に考え日々努力して参りました。福祉
用具設立から 15 年が経ち職員も増え
少しずつではありますが、色々な仕事
が行える事業所となり仕事の難しさや
楽しみを日々感じています。 

 
 

福祉用具レンタルの請求業務担当
の石橋です。 
今年度は、介護保険法改正があり

更に請求業務も複雑になってきまし
たが、相談員の方との連携の下、正
しい請求が出来るよう心掛けていき
たいと思います。 

   

 

 

 

朝礼後に体操 
頭も体もリフレッシュ！！ 

ご利用者だけでなく、
サービス事業所とも 
密に連携をとりあっ 
ています。 

事務作業もケアマネジャー
の大切な仕事の１つです。 

車で訪問先へ 
「行ってきます！！」 

ご利用者宅訪問。介護の内容
に限らず、色々なお話を聞か
せていただいています。 

週に１回は必ず会議。知識技
術の向上に努めています。 

シャローム若葉居宅介護支援事業所は、現在７名のケアマネジャーが在籍しています。ご利用者ひとりひとりの
声に真摯に耳を傾けながらニーズにそったケアマネジメントを心がけております。何でもご相談下さい。 

ケアマネジャーの１日 

全員集合で、ち～ず！ 

  

      

日 時 平成27年11月16日（月） 18時00分～20時00分 
場 所 シャローム若葉桜木３Ｆ 会堂 
発表は 
「認知症対応型通所介護事業」「訪問介護事業所」 
「福祉用具貸与事業所」「あんしんケアセンター」「安全衛生委員会」等 
の５～６演題を予定しております。詳細は次号にてご連絡致します。 
見学をご希望の方はあんしんケアセンター桜木（森川）まで TEL043-214-1841 

第 12 回シャローム若葉研究発表会のお知らせ 

※昨年の様子 

敬 老 会  
第２デイサービスの敬老会が「９/７～９/１１」の日程で行われました。 

第１デイサービスの敬老会は「９/１４～９/１８」を予定しております。 

敬老週間は御覧の様な 
 豪華メニューとなります。 毎日異なるボランティアさんによる公演や 

オヨネーズの麦畑を演じる等、お祝いムードを盛り上げます。 

具 
９   ２１ 


