
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEL

千葉市あんしんケアセンター

TEL

TEL

TEL

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

福祉用具貸与事業所

TEL：

発行：社会福祉法人三育ライフ

理事長

広報委員会

先日、グループホームに入居希望の方から苦情のお電話がありました。お部屋が空いた場合の待機者とし

て登録をする為に書類をご送付頂いていたのですが、

なり電話をかけてきて開口一番、入

どうなのか。もしかしたらこれは氷山の一角ではないのか。と言う

か所の申し込みを行っていて、心労的にはかなりのストレスを抱えていらしたのではないかと思います。

「利用者の思いに心を寄せることが、私達の仕事の目的です」という法人の行動指針を心に刻んで職務に

当たっている筈ですが、私共に相談されている時点での相談者の心中を察すれば、まず、連絡が遅くなっ

ている事への謝罪が最初で、ご家族の様子を気遣う配慮が足りなかったと、思います。又、お住まいの団

地内で私共の送迎車両の運転が荒いとの指摘も同時に受けましたので、真摯に反省し、再発防止に努めた

いと思います。

 

都賀の台都賀の台都賀の台都賀の台

絵手紙同好会絵手紙同好会絵手紙同好会絵手紙同好会

写真は写真は写真は写真は

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

第１デイサービスセンター

地域密着型デイサービス

TEL：043-234-5111 

シャローム若葉

千葉市あんしんケアセンター

シャローム若葉

グループホーム虹の家

TEL：043-235-4867 

第２デイサービスセンター

TEL：043-235-4866 

介護予防デイサービスセンター

TEL：043-235-4865 

ライフハウス

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所   

福祉用具貸与事業所

FAX（共通）：

：043-214-1841 

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 

広報委員会 ：岩井由紀子

  永島慎志

info@shalomwakaba.com

先日、グループホームに入居希望の方から苦情のお電話がありました。お部屋が空いた場合の待機者とし

て登録をする為に書類をご送付頂いていたのですが、

なり電話をかけてきて開口一番、入

どうなのか。もしかしたらこれは氷山の一角ではないのか。と言う

か所の申し込みを行っていて、心労的にはかなりのストレスを抱えていらしたのではないかと思います。

「利用者の思いに心を寄せることが、私達の仕事の目的です」という法人の行動指針を心に刻んで職務に

当たっている筈ですが、私共に相談されている時点での相談者の心中を察すれば、まず、連絡が遅くなっ

ている事への謝罪が最初で、ご家族の様子を気遣う配慮が足りなかったと、思います。又、お住まいの団

地内で私共の送迎車両の運転が荒いとの指摘も同時に受けましたので、真摯に反省し、再発防止に努めた

いと思います。

都賀の台都賀の台都賀の台都賀の台

絵手紙同好会絵手紙同好会絵手紙同好会絵手紙同好会

写真は写真は写真は写真は    

    稲家稲家稲家稲家    眞佐江さん眞佐江さん眞佐江さん眞佐江さん

                                                                          

第１デイサービスセンター/ 

地域密着型デイサービス 

 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 

 FAX：043-235-4868

第２デイサービスセンター 

 FAX：043-235-4850

介護予防デイサービスセンター 

 FAX：043-235-4850

ライフハウス 

居宅介護支援事業所 TEL：043-214-

  TEL：043-214-

福祉用具貸与事業所 TEL：043-309-

（共通）：043-234-

 FAX：043-214-

発行：社会福祉法人三育ライフ 

シャローム若葉 

 施設長：高幣義嗣

岩井由紀子・芳賀卓 

永島慎志 

nfo@shalomwakaba.com 

先日、グループホームに入居希望の方から苦情のお電話がありました。お部屋が空いた場合の待機者とし

て登録をする為に書類をご送付頂いていたのですが、

なり電話をかけてきて開口一番、入

どうなのか。もしかしたらこれは氷山の一角ではないのか。と言う

か所の申し込みを行っていて、心労的にはかなりのストレスを抱えていらしたのではないかと思います。

「利用者の思いに心を寄せることが、私達の仕事の目的です」という法人の行動指針を心に刻んで職務に

当たっている筈ですが、私共に相談されている時点での相談者の心中を察すれば、まず、連絡が遅くなっ

ている事への謝罪が最初で、ご家族の様子を気遣う配慮が足りなかったと、思います。又、お住まいの団

地内で私共の送迎車両の運転が荒いとの指摘も同時に受けましたので、真摯に反省し、再発防止に努めた

いと思います。 

都賀の台都賀の台都賀の台都賀の台    

絵手紙同好会絵手紙同好会絵手紙同好会絵手紙同好会    

眞佐江さん眞佐江さん眞佐江さん眞佐江さん

                                                                          

【編集後記】

花形

の元仲間が選ばれています。千脇貢選手です。今現在、日本の裏側で日本代表とし

て活躍しています。地球の裏側に届く熱い声援を是非お願い致します！
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高幣義嗣 

 

地地地地域域域域

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！

先日、グループホームに入居希望の方から苦情のお電話がありました。お部屋が空いた場合の待機者とし

て登録をする為に書類をご送付頂いていたのですが、

なり電話をかけてきて開口一番、入

どうなのか。もしかしたらこれは氷山の一角ではないのか。と言う

か所の申し込みを行っていて、心労的にはかなりのストレスを抱えていらしたのではないかと思います。

「利用者の思いに心を寄せることが、私達の仕事の目的です」という法人の行動指針を心に刻んで職務に

当たっている筈ですが、私共に相談されている時点での相談者の心中を察すれば、まず、連絡が遅くなっ

ている事への謝罪が最初で、ご家族の様子を気遣う配慮が足りなかったと、思います。又、お住まいの団

地内で私共の送迎車両の運転が荒いとの指摘も同時に受けましたので、真摯に反省し、再発防止に努めた

眞佐江さん眞佐江さん眞佐江さん眞佐江さんです。です。です。です。    

                                                                          

【編集後記】リオオリンピックが終わり、パラリンピックが開幕致しました。

花形競技でもある車椅子バスケ

の元仲間が選ばれています。千脇貢選手です。今現在、日本の裏側で日本代表とし

て活躍しています。地球の裏側に届く熱い声援を是非お願い致します！

シャローム若葉広報誌

域域域域のののの皆皆皆皆

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！

先日、グループホームに入居希望の方から苦情のお電話がありました。お部屋が空いた場合の待機者とし

て登録をする為に書類をご送付頂いていたのですが、

なり電話をかけてきて開口一番、入居の意志は未だあるかと言われた。このような施設側目線での応対は

どうなのか。もしかしたらこれは氷山の一角ではないのか。と言う

か所の申し込みを行っていて、心労的にはかなりのストレスを抱えていらしたのではないかと思います。

「利用者の思いに心を寄せることが、私達の仕事の目的です」という法人の行動指針を心に刻んで職務に

当たっている筈ですが、私共に相談されている時点での相談者の心中を察すれば、まず、連絡が遅くなっ

ている事への謝罪が最初で、ご家族の様子を気遣う配慮が足りなかったと、思います。又、お住まいの団

地内で私共の送迎車両の運転が荒いとの指摘も同時に受けましたので、真摯に反省し、再発防止に努めた

                                                                          

リオオリンピックが終わり、パラリンピックが開幕致しました。

競技でもある車椅子バスケ

の元仲間が選ばれています。千脇貢選手です。今現在、日本の裏側で日本代表とし

て活躍しています。地球の裏側に届く熱い声援を是非お願い致します！

シャローム若葉広報誌 

皆皆皆皆様様様様からのごからのごからのごからのご

～家族の会サロンより～

 家族の会サロンは

あいサロンあいサロンあいサロンあいサロン

 介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で

も受け付けております。

 美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております

ので、お気軽にお立ち寄り下さい！

今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定

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！    

先日、グループホームに入居希望の方から苦情のお電話がありました。お部屋が空いた場合の待機者とし

て登録をする為に書類をご送付頂いていたのですが、6カ月経っても受領した旨の連絡もなければ、いき

居の意志は未だあるかと言われた。このような施設側目線での応対は

どうなのか。もしかしたらこれは氷山の一角ではないのか。と言う

か所の申し込みを行っていて、心労的にはかなりのストレスを抱えていらしたのではないかと思います。

「利用者の思いに心を寄せることが、私達の仕事の目的です」という法人の行動指針を心に刻んで職務に

当たっている筈ですが、私共に相談されている時点での相談者の心中を察すれば、まず、連絡が遅くなっ

ている事への謝罪が最初で、ご家族の様子を気遣う配慮が足りなかったと、思います。又、お住まいの団

地内で私共の送迎車両の運転が荒いとの指摘も同時に受けましたので、真摯に反省し、再発防止に努めた

                                                                          

リオオリンピックが終わり、パラリンピックが開幕致しました。

競技でもある車椅子バスケットボール

の元仲間が選ばれています。千脇貢選手です。今現在、日本の裏側で日本代表とし

て活躍しています。地球の裏側に届く熱い声援を是非お願い致します！

 「こんにちは」

からのごからのごからのごからのご

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 

～家族の会サロンより～

家族の会サロンは

あいサロンあいサロンあいサロンあいサロンにてにてにてにて 13131313

介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で

も受け付けております。

美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております

ので、お気軽にお立ち寄り下さい！

今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定        10

先日、グループホームに入居希望の方から苦情のお電話がありました。お部屋が空いた場合の待機者とし

カ月経っても受領した旨の連絡もなければ、いき

居の意志は未だあるかと言われた。このような施設側目線での応対は

どうなのか。もしかしたらこれは氷山の一角ではないのか。と言うご指摘でした。この方は他にも

か所の申し込みを行っていて、心労的にはかなりのストレスを抱えていらしたのではないかと思います。

「利用者の思いに心を寄せることが、私達の仕事の目的です」という法人の行動指針を心に刻んで職務に

当たっている筈ですが、私共に相談されている時点での相談者の心中を察すれば、まず、連絡が遅くなっ

ている事への謝罪が最初で、ご家族の様子を気遣う配慮が足りなかったと、思います。又、お住まいの団

地内で私共の送迎車両の運転が荒いとの指摘も同時に受けましたので、真摯に反省し、再発防止に努めた

                                                                          

リオオリンピックが終わり、パラリンピックが開幕致しました。

ットボール。実はその選手団の中に、シャローム若葉

の元仲間が選ばれています。千脇貢選手です。今現在、日本の裏側で日本代表とし

て活躍しています。地球の裏側に届く熱い声援を是非お願い致します！

「こんにちは」 2016 年 9

からのごからのごからのごからのご指摘指摘指摘指摘    

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。

 ０４３－２３５－４８６６

～家族の会サロンより～

家族の会サロンは毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ

13131313：：：：30303030～～～～15151515

介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で

も受け付けております。 

美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております

ので、お気軽にお立ち寄り下さい！

10 月 20

先日、グループホームに入居希望の方から苦情のお電話がありました。お部屋が空いた場合の待機者とし

カ月経っても受領した旨の連絡もなければ、いき

居の意志は未だあるかと言われた。このような施設側目線での応対は

ご指摘でした。この方は他にも

か所の申し込みを行っていて、心労的にはかなりのストレスを抱えていらしたのではないかと思います。

「利用者の思いに心を寄せることが、私達の仕事の目的です」という法人の行動指針を心に刻んで職務に

当たっている筈ですが、私共に相談されている時点での相談者の心中を察すれば、まず、連絡が遅くなっ

ている事への謝罪が最初で、ご家族の様子を気遣う配慮が足りなかったと、思います。又、お住まいの団

地内で私共の送迎車両の運転が荒いとの指摘も同時に受けましたので、真摯に反省し、再発防止に努めた

                                                                          

リオオリンピックが終わり、パラリンピックが開幕致しました。

。実はその選手団の中に、シャローム若葉

の元仲間が選ばれています。千脇貢選手です。今現在、日本の裏側で日本代表とし

て活躍しています。地球の裏側に届く熱い声援を是非お願い致します！

9 月号 編集・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。

０４３－２３５－４８６６

～家族の会サロンより～ 

毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ

15151515：：：：00000000 までまでまでまで

介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で

美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております

ので、お気軽にお立ち寄り下さい！ 

20 日、11

先日、グループホームに入居希望の方から苦情のお電話がありました。お部屋が空いた場合の待機者とし

カ月経っても受領した旨の連絡もなければ、いき

居の意志は未だあるかと言われた。このような施設側目線での応対は

ご指摘でした。この方は他にも

か所の申し込みを行っていて、心労的にはかなりのストレスを抱えていらしたのではないかと思います。

「利用者の思いに心を寄せることが、私達の仕事の目的です」という法人の行動指針を心に刻んで職務に

当たっている筈ですが、私共に相談されている時点での相談者の心中を察すれば、まず、連絡が遅くなっ

ている事への謝罪が最初で、ご家族の様子を気遣う配慮が足りなかったと、思います。又、お住まいの団

地内で私共の送迎車両の運転が荒いとの指摘も同時に受けましたので、真摯に反省し、再発防止に努めた

                                                                          

リオオリンピックが終わり、パラリンピックが開幕致しました。パラリンピックの

。実はその選手団の中に、シャローム若葉

の元仲間が選ばれています。千脇貢選手です。今現在、日本の裏側で日本代表とし

て活躍しています。地球の裏側に届く熱い声援を是非お願い致します！ 

編集・発行 広報委員会

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。

０４３－２３５－４８６６ 

毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ

までまでまでまで開催中開催中開催中開催中です！

介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で

美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております

11 月 17

先日、グループホームに入居希望の方から苦情のお電話がありました。お部屋が空いた場合の待機者とし

カ月経っても受領した旨の連絡もなければ、いき

居の意志は未だあるかと言われた。このような施設側目線での応対は

ご指摘でした。この方は他にも 20

か所の申し込みを行っていて、心労的にはかなりのストレスを抱えていらしたのではないかと思います。

「利用者の思いに心を寄せることが、私達の仕事の目的です」という法人の行動指針を心に刻んで職務に

当たっている筈ですが、私共に相談されている時点での相談者の心中を察すれば、まず、連絡が遅くなっ

ている事への謝罪が最初で、ご家族の様子を気遣う配慮が足りなかったと、思います。又、お住まいの団

地内で私共の送迎車両の運転が荒いとの指摘も同時に受けましたので、真摯に反省し、再発防止に努めた

                                                                          

パラリンピックの

。実はその選手団の中に、シャローム若葉

の元仲間が選ばれています。千脇貢選手です。今現在、日本の裏側で日本代表とし

広報委員会 

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。 

毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ毎月第３木曜日に若松事業所ふれ

です！    

介護保険の事から日頃の介護に関する相談まで何で

美味しいお飲み物をご用意してお待ちしております

17 日 

先日、グループホームに入居希望の方から苦情のお電話がありました。お部屋が空いた場合の待機者とし

カ月経っても受領した旨の連絡もなければ、いき

居の意志は未だあるかと言われた。このような施設側目線での応対は

20 数

か所の申し込みを行っていて、心労的にはかなりのストレスを抱えていらしたのではないかと思います。

「利用者の思いに心を寄せることが、私達の仕事の目的です」という法人の行動指針を心に刻んで職務に

当たっている筈ですが、私共に相談されている時点での相談者の心中を察すれば、まず、連絡が遅くなっ

ている事への謝罪が最初で、ご家族の様子を気遣う配慮が足りなかったと、思います。又、お住まいの団

地内で私共の送迎車両の運転が荒いとの指摘も同時に受けましたので、真摯に反省し、再発防止に努めた

                                                                          

地域

 私がシャローム若葉の広報誌「こんにちは」に

携わることになって、５年以上が経過しました。

 当時、広報委員会には多数の職員が在籍してお

り、作成するページも分担制（１ページは

ん、２ページは

 広報委員会に入った当時の私には、広報誌

わる何のノウハウも無く、ただ必死に自分の担当

となったページへ

せていくか？という一点を考えて作成していまし

た。極端に言えば「やらされている仕事」として

捉えていた様に思います。

 現在、広報委員会は体制が大きく変わり、広報

委員は「直接紙面の作成を行う役割

やデザイン）

は協力委員として、直接作成に関わるのではな

く、各事業一人ずつ配置され、行事等のイベント

データを教えてもらったり、現場でしか分からな

い行事の雰囲気を原稿にしてもらう等の間接的な

関わりへと分業されています。

 結果として

ページ数が増えたという形にはなるのですが

 ですがそうして自分で作る部分が増えた分、今

となっては、がむしゃらに目の前の「仕事」をこ

なしていた時とは違い、こんにちはを

る（見れる）様になったと思っています。気持ち

※シャローム若葉では、第１デイ・第２デイ共に

                                                                          

いのちを敬いいのちを敬いいのちを敬いいのちを敬い

地域と福祉

私がシャローム若葉の広報誌「こんにちは」に

携わることになって、５年以上が経過しました。

当時、広報委員会には多数の職員が在籍してお

り、作成するページも分担制（１ページは

ん、２ページは

広報委員会に入った当時の私には、広報誌

わる何のノウハウも無く、ただ必死に自分の担当

となったページへ

せていくか？という一点を考えて作成していまし

た。極端に言えば「やらされている仕事」として

捉えていた様に思います。

現在、広報委員会は体制が大きく変わり、広報

委員は「直接紙面の作成を行う役割

やデザイン）」となりました。多数居た広報委員

は協力委員として、直接作成に関わるのではな

く、各事業一人ずつ配置され、行事等のイベント

データを教えてもらったり、現場でしか分からな

い行事の雰囲気を原稿にしてもらう等の間接的な

関わりへと分業されています。

結果として、昔から考えると私の作成するべき

ページ数が増えたという形にはなるのですが

ですがそうして自分で作る部分が増えた分、今

となっては、がむしゃらに目の前の「仕事」をこ

なしていた時とは違い、こんにちはを

る（見れる）様になったと思っています。気持ち

※シャローム若葉では、第１デイ・第２デイ共に

                                                                          

いのちを敬いいのちを敬いいのちを敬いいのちを敬い    いのちを愛しいのちを愛しいのちを愛しいのちを愛し

福祉のあん

私がシャローム若葉の広報誌「こんにちは」に

携わることになって、５年以上が経過しました。

当時、広報委員会には多数の職員が在籍してお

り、作成するページも分担制（１ページは

ん、２ページは Bさん…みたいな感じ）でした。

広報委員会に入った当時の私には、広報誌

わる何のノウハウも無く、ただ必死に自分の担当

となったページへ「シャローム若葉」を如何に載

せていくか？という一点を考えて作成していまし

た。極端に言えば「やらされている仕事」として

捉えていた様に思います。

現在、広報委員会は体制が大きく変わり、広報

委員は「直接紙面の作成を行う役割

」となりました。多数居た広報委員

は協力委員として、直接作成に関わるのではな

く、各事業一人ずつ配置され、行事等のイベント

データを教えてもらったり、現場でしか分からな

い行事の雰囲気を原稿にしてもらう等の間接的な

関わりへと分業されています。

、昔から考えると私の作成するべき

ページ数が増えたという形にはなるのですが

ですがそうして自分で作る部分が増えた分、今

となっては、がむしゃらに目の前の「仕事」をこ

なしていた時とは違い、こんにちはを

る（見れる）様になったと思っています。気持ち

※シャローム若葉では、第１デイ・第２デイ共に

9999 月月月月
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いのちを愛しいのちを愛しいのちを愛しいのちを愛し    

あんし

私がシャローム若葉の広報誌「こんにちは」に

携わることになって、５年以上が経過しました。

当時、広報委員会には多数の職員が在籍してお

り、作成するページも分担制（１ページは

さん…みたいな感じ）でした。

広報委員会に入った当時の私には、広報誌

わる何のノウハウも無く、ただ必死に自分の担当

「シャローム若葉」を如何に載

せていくか？という一点を考えて作成していまし

た。極端に言えば「やらされている仕事」として

捉えていた様に思います。 

現在、広報委員会は体制が大きく変わり、広報

委員は「直接紙面の作成を行う役割（レイアウト

」となりました。多数居た広報委員

は協力委員として、直接作成に関わるのではな

く、各事業一人ずつ配置され、行事等のイベント

データを教えてもらったり、現場でしか分からな

い行事の雰囲気を原稿にしてもらう等の間接的な

関わりへと分業されています。 

、昔から考えると私の作成するべき

ページ数が増えたという形にはなるのですが

ですがそうして自分で作る部分が増えた分、今

となっては、がむしゃらに目の前の「仕事」をこ

なしていた時とは違い、こんにちはを

る（見れる）様になったと思っています。気持ち

※シャローム若葉では、第１デイ・第２デイ共に

月月月月 12121212 日～日～日～日～
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    いのちに仕えることによっていのちに仕えることによっていのちに仕えることによっていのちに仕えることによって

しん懸け

私がシャローム若葉の広報誌「こんにちは」に

携わることになって、５年以上が経過しました。

当時、広報委員会には多数の職員が在籍してお

り、作成するページも分担制（１ページは Aさ

さん…みたいな感じ）でした。

広報委員会に入った当時の私には、広報誌に関

わる何のノウハウも無く、ただ必死に自分の担当

「シャローム若葉」を如何に載

せていくか？という一点を考えて作成していまし

た。極端に言えば「やらされている仕事」として

現在、広報委員会は体制が大きく変わり、広報

（レイアウト

」となりました。多数居た広報委員

は協力委員として、直接作成に関わるのではな

く、各事業一人ずつ配置され、行事等のイベント

データを教えてもらったり、現場でしか分からな

い行事の雰囲気を原稿にしてもらう等の間接的な

、昔から考えると私の作成するべき

ページ数が増えたという形にはなるのですが…。

ですがそうして自分で作る部分が増えた分、今

となっては、がむしゃらに目の前の「仕事」をこ

なしていた時とは違い、こんにちはを客観的に見

る（見れる）様になったと思っています。気持ち

※シャローム若葉では、第１デイ・第２デイ共に

日～日～日～日～16161616 日日日日に敬老会が行われます
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いのちに仕えることによっていのちに仕えることによっていのちに仕えることによっていのちに仕えることによって

け橋 
私がシャローム若葉の広報誌「こんにちは」に

携わることになって、５年以上が経過しました。 

当時、広報委員会には多数の職員が在籍してお

さん…みたいな感じ）でした。 

に関

わる何のノウハウも無く、ただ必死に自分の担当

「シャローム若葉」を如何に載

せていくか？という一点を考えて作成していまし

た。極端に言えば「やらされている仕事」として

現在、広報委員会は体制が大きく変わり、広報

（レイアウト

」となりました。多数居た広報委員

く、各事業一人ずつ配置され、行事等のイベント

データを教えてもらったり、現場でしか分からな

い行事の雰囲気を原稿にしてもらう等の間接的な

、昔から考えると私の作成するべき

。 

ですがそうして自分で作る部分が増えた分、今

となっては、がむしゃらに目の前の「仕事」をこ

見

る（見れる）様になったと思っています。気持ち

的には「や

事」へ価値観が変わったと言う感じでしょうか？

 当月分のこんにちはが作成し終えた後には、

「文字と写真のバランスは取れているか？」「紙

面の配色は良いか？」「掲載内容は問題ない

か？」「イラストの使い方は適切か？」等を仮印

刷された紙面を見ながら考え、作成途中よりも作

成後に考える事が増えた様に思います。もちろん

私一人でチェックする訳ではなく、施設長や広報

委員長に確認してもらい、最終的に

出され、そうして出来上がるのが、今ご覧になっ

ている「こんにちは」です。

 手前味噌ではあ

は年々少しずつですが、姿を変え、成長し続けて

いると思っています。今後の更なる成長の為に

も、様々なご意見や色々な目線からの感想を是非

広報委員会に頂きまして、もっと良い物を、もっ

と楽しめる物を、もっと読みや

すい物を追及していけたらと思

います。

 より良い「広報誌こんにちは」

を一緒に作っていきましょう！

※シャローム若葉では、第１デイ・第２デイ共に 

に敬老会が行われます

http://www.shalomwakaba.com
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的には「やらされている仕事」から「自分の仕

事」へ価値観が変わったと言う感じでしょうか？

当月分のこんにちはが作成し終えた後には、

「文字と写真のバランスは取れているか？」「紙

面の配色は良いか？」「掲載内容は問題ない

か？」「イラストの使い方は適切か？」等を仮印

刷された紙面を見ながら考え、作成途中よりも作

成後に考える事が増えた様に思います。もちろん

私一人でチェックする訳ではなく、施設長や広報

委員長に確認してもらい、最終的に

出され、そうして出来上がるのが、今ご覧になっ

ている「こんにちは」です。

手前味噌ではあ

は年々少しずつですが、姿を変え、成長し続けて

いると思っています。今後の更なる成長の為に

も、様々なご意見や色々な目線からの感想を是非

広報委員会に頂きまして、もっと良い物を、もっ

と楽しめる物を、もっと読みや

すい物を追及していけたらと思

います。 

より良い「広報誌こんにちは」

を一緒に作っていきましょう！

シャローム若葉

 総務課長

広報委員

に敬老会が行われます。
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らされている仕事」から「自分の仕

事」へ価値観が変わったと言う感じでしょうか？

当月分のこんにちはが作成し終えた後には、

「文字と写真のバランスは取れているか？」「紙

面の配色は良いか？」「掲載内容は問題ない

か？」「イラストの使い方は適切か？」等を仮印

刷された紙面を見ながら考え、作成途中よりも作

成後に考える事が増えた様に思います。もちろん

私一人でチェックする訳ではなく、施設長や広報

委員長に確認してもらい、最終的に

出され、そうして出来上がるのが、今ご覧になっ

ている「こんにちは」です。

手前味噌ではありますが、この「こんにちは」

は年々少しずつですが、姿を変え、成長し続けて

いると思っています。今後の更なる成長の為に

も、様々なご意見や色々な目線からの感想を是非

広報委員会に頂きまして、もっと良い物を、もっ

と楽しめる物を、もっと読みや

すい物を追及していけたらと思

より良い「広報誌こんにちは」

を一緒に作っていきましょう！

シャローム若葉 
総務課長 永島 

委員 

。 
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らされている仕事」から「自分の仕

事」へ価値観が変わったと言う感じでしょうか？

当月分のこんにちはが作成し終えた後には、

「文字と写真のバランスは取れているか？」「紙

面の配色は良いか？」「掲載内容は問題ない

か？」「イラストの使い方は適切か？」等を仮印

刷された紙面を見ながら考え、作成途中よりも作

成後に考える事が増えた様に思います。もちろん

私一人でチェックする訳ではなく、施設長や広報

委員長に確認してもらい、最終的に GO

出され、そうして出来上がるのが、今ご覧になっ

ている「こんにちは」です。 

りますが、この「こんにちは」

は年々少しずつですが、姿を変え、成長し続けて

いると思っています。今後の更なる成長の為に

も、様々なご意見や色々な目線からの感想を是非

広報委員会に頂きまして、もっと良い物を、もっ

と楽しめる物を、もっと読みや 

すい物を追及していけたらと思 

より良い「広報誌こんにちは」 

を一緒に作っていきましょう！ 
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 慎志 

28 年 9 月 15 日発

らされている仕事」から「自分の仕

事」へ価値観が変わったと言う感じでしょうか？

当月分のこんにちはが作成し終えた後には、

「文字と写真のバランスは取れているか？」「紙

面の配色は良いか？」「掲載内容は問題ない

か？」「イラストの使い方は適切か？」等を仮印

刷された紙面を見ながら考え、作成途中よりも作

成後に考える事が増えた様に思います。もちろん

私一人でチェックする訳ではなく、施設長や広報

GO サインが

出され、そうして出来上がるのが、今ご覧になっ

りますが、この「こんにちは」

は年々少しずつですが、姿を変え、成長し続けて

いると思っています。今後の更なる成長の為に

も、様々なご意見や色々な目線からの感想を是非

広報委員会に頂きまして、もっと良い物を、もっ
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刷された紙面を見ながら考え、作成途中よりも作

成後に考える事が増えた様に思います。もちろん

私一人でチェックする訳ではなく、施設長や広報

出され、そうして出来上がるのが、今ご覧になっ

りますが、この「こんにちは」

は年々少しずつですが、姿を変え、成長し続けて

も、様々なご意見や色々な目線からの感想を是非

広報委員会に頂きまして、もっと良い物を、もっ
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三育ライフ

（１）

生活ができる、保健・福祉のまちづくりを

進め、ふれあいの輪を広げよう。

（２）高齢者の知識、経験や能力をいかし

た、就労・社会参加・ボランティア活動を

進めよう。

（３）高齢者の生きがい・健康づくり、介

護予防への取り組みを進めよう。

（４）高齢者の人権を尊重し、認知症高齢

者への支援のあり方や介護問題等をみんな

で 考え、高齢者や介護者を支える取り組み

を積極的に進めよう。

（５）超高齢社会における家族や地域社会

等の役割を理解し、お互いに協力して安心

と 活力ある長寿社会をつくろう。

（６）減災や防災への取り組みに関心を持

ち、日頃から地域でのつながりを築こう。

電車とモノレールを利用して通

勤しております。ケアマネジャ

ーになり

親の介護がきっかけで福祉の仕

事に変わりました。ご利用者

様、ご家族様が安心してご自宅

で過ごせ、また

生活が送れるようにご支援が出

来たらとの思いでおります。

目標だったケアマネジャー

の仕事についてから

になりました。日々時間に

追われ、毎日がアッという

間に過ぎてしまいますが…

たくさんの方に支えられ、

なんとか続けることができ

ています。

 

三育ライフ介護３原則

（１）すべての高齢者が安心して自立した

生活ができる、保健・福祉のまちづくりを

進め、ふれあいの輪を広げよう。

（２）高齢者の知識、経験や能力をいかし

た、就労・社会参加・ボランティア活動を

進めよう。 

（３）高齢者の生きがい・健康づくり、介

護予防への取り組みを進めよう。

（４）高齢者の人権を尊重し、認知症高齢

者への支援のあり方や介護問題等をみんな

考え、高齢者や介護者を支える取り組み

を積極的に進めよう。

（５）超高齢社会における家族や地域社会

等の役割を理解し、お互いに協力して安心

活力ある長寿社会をつくろう。

（６）減災や防災への取り組みに関心を持

ち、日頃から地域でのつながりを築こう。

電車とモノレールを利用して通

勤しております。ケアマネジャ

ーになり 13 年になります。

親の介護がきっかけで福祉の仕

事に変わりました。ご利用者

様、ご家族様が安心してご自宅

で過ごせ、また

生活が送れるようにご支援が出

来たらとの思いでおります。

最近、新しい事を始める機会に恵まれ、山登

り、茶道など楽しみが増えました。子猫も飼う

ようになり毎日が癒されています。これから

も、健康で仕事を続けていきたいと思います。

目標だったケアマネジャー

の仕事についてから

になりました。日々時間に

追われ、毎日がアッという

間に過ぎてしまいますが…

たくさんの方に支えられ、

なんとか続けることができ

ています。 

介護３原則 １．

すべての高齢者が安心して自立した

生活ができる、保健・福祉のまちづくりを

進め、ふれあいの輪を広げよう。

（２）高齢者の知識、経験や能力をいかし

た、就労・社会参加・ボランティア活動を

（３）高齢者の生きがい・健康づくり、介

護予防への取り組みを進めよう。

（４）高齢者の人権を尊重し、認知症高齢

者への支援のあり方や介護問題等をみんな

考え、高齢者や介護者を支える取り組み

を積極的に進めよう。 

（５）超高齢社会における家族や地域社会

等の役割を理解し、お互いに協力して安心

活力ある長寿社会をつくろう。

（６）減災や防災への取り組みに関心を持

ち、日頃から地域でのつながりを築こう。

電車とモノレールを利用して通

勤しております。ケアマネジャ

年になります。

親の介護がきっかけで福祉の仕

事に変わりました。ご利用者

様、ご家族様が安心してご自宅

で過ごせ、また その方らしい

生活が送れるようにご支援が出

来たらとの思いでおります。

大泉 

最近、新しい事を始める機会に恵まれ、山登
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たくさんの方に支えられ、

なんとか続けることができ

篠崎 清美
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（４）高齢者の人権を尊重し、認知症高齢

者への支援のあり方や介護問題等をみんな

考え、高齢者や介護者を支える取り組み

（５）超高齢社会における家族や地域社会

等の役割を理解し、お互いに協力して安心

活力ある長寿社会をつくろう。 

（６）減災や防災への取り組みに関心を持

ち、日頃から地域でのつながりを築こう。

居宅介護支援事業所では、経験豊

富な先輩ケアマネジャーに支えら

れ、またサービス事業所の皆様の

ご協力があって日々の仕事をさせ

ていただいています。

電車とモノレールを利用して通

勤しております。ケアマネジャ

年になります。 

親の介護がきっかけで福祉の仕

事に変わりました。ご利用者

様、ご家族様が安心してご自宅

その方らしい

生活が送れるようにご支援が出

来たらとの思いでおります。 

 喜栄子 

最近、新しい事を始める機会に恵まれ、山登

り、茶道など楽しみが増えました。子猫も飼う

ようになり毎日が癒されています。これから

も、健康で仕事を続けていきたいと思います。

目標だったケアマネジャー

年目

になりました。日々時間に

追われ、毎日がアッという

間に過ぎてしまいますが…

たくさんの方に支えられ、

なんとか続けることができ

清美 

「正確」な介護

すべての高齢者が安心して自立した

生活ができる、保健・福祉のまちづくりを

（２）高齢者の知識、経験や能力をいかし

た、就労・社会参加・ボランティア活動を

（３）高齢者の生きがい・健康づくり、介

（４）高齢者の人権を尊重し、認知症高齢

者への支援のあり方や介護問題等をみんな

考え、高齢者や介護者を支える取り組み

（５）超高齢社会における家族や地域社会

等の役割を理解し、お互いに協力して安心

（６）減災や防災への取り組みに関心を持

ち、日頃から地域でのつながりを築こう。 

居宅介護支援事業所では、経験豊

富な先輩ケアマネジャーに支えら

れ、またサービス事業所の皆様の

ご協力があって日々の仕事をさせ

ていただいています。

最近、新しい事を始める機会に恵まれ、山登

り、茶道など楽しみが増えました。子猫も飼う

ようになり毎日が癒されています。これから

も、健康で仕事を続けていきたいと思います。

長岡

な介護 ２．愛の心からの「誠実
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内閣府 消防庁

クラブ連合会

医師会 日本薬剤師会

本介護福祉士会

居宅介護支援事業所では、経験豊

富な先輩ケアマネジャーに支えら

れ、またサービス事業所の皆様の

ご協力があって日々の仕事をさせ

ていただいています。 

最近、新しい事を始める機会に恵まれ、山登

り、茶道など楽しみが増えました。子猫も飼う

ようになり毎日が癒されています。これから

も、健康で仕事を続けていきたいと思います。 
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 上の標語をご覧になった事があり

ますでしょうか？

 実はこれは「平成

の日・老人週間」のキャンペーン要

綱に記載されている標語なんです。

 「老人の日・老人週間」

んとなく言い慣れない言葉なのです

が、実は平成

老人福祉法の改正により

が「老人の日」、同月

週間が「老人週間」と定められまし

た。 

 また｢国民の祝日に関する法律｣の改正により、平成

（2003 年）から「敬老の日」が

のは記憶に新しい所では無いでしょうか？

 私としては「敬老週間」として

ご高齢者の方々

す目標を見る限り、

り、その為に出来ることを考え、取り組んでいく

だと感じました

からの「誠実」な介護

消防庁 厚生労働省

クラブ連合会 長寿社会開発センター

日本薬剤師会

本介護福祉士会 

ケアマネジャーになり

ました。ご利用者様に色々なことを教

わりながら、毎日仕事をさせて頂いて

おります。

居宅介護支援事業所では、経験豊

富な先輩ケアマネジャーに支えら

れ、またサービス事業所の皆様の

ご協力があって日々の仕事をさせ
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上の標語をご覧になった事があり

ますでしょうか？ 

実はこれは「平成 28

の日・老人週間」のキャンペーン要

綱に記載されている標語なんです。

「老人の日・老人週間」

んとなく言い慣れない言葉なのです

が、実は平成 13 年（

老人福祉法の改正により

が「老人の日」、同月

週間が「老人週間」と定められまし

｢国民の祝日に関する法律｣の改正により、平成

年）から「敬老の日」が

のは記憶に新しい所では無いでしょうか？

私としては「敬老週間」として

の方々を敬うのは当然の事で、

す目標を見る限り、元気に過ごしてもらう為の週間であ

為に出来ることを考え、取り組んでいく

だと感じました。 
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シャローム若葉に入職し、

が経ちました。ご利用者様に

色々なことを教えて頂きなが

ら、楽しく仕事を

きています。

ケアマネジャーになり

ました。ご利用者様に色々なことを教

わりながら、毎日仕事をさせて頂いて

おります。 

副主任

哲次 

今年の

経ちました。

年齢は高めですが新人ですの

で、諸先輩の指導を受け、気を

引き締めて頑張っていきたいと

思います。

上の標語をご覧になった事があり

28 年度 老人

の日・老人週間」のキャンペーン要

綱に記載されている標語なんです。
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老人福祉法の改正により、9月 15

が「老人の日」、同月 21 日までの
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｢国民の祝日に関する法律｣の改正により、平成

年）から「敬老の日」が

のは記憶に新しい所では無いでしょうか？

私としては「敬老週間」として

を敬うのは当然の事で、

元気に過ごしてもらう為の週間であ

為に出来ることを考え、取り組んでいく
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全国社会福祉協議会

長寿社会開発センター 日本医師会

日本看護協会 日本社会福祉士会

シャローム若葉に入職し、

が経ちました。ご利用者様に

色々なことを教えて頂きなが

ら、楽しく仕事を

きています。 

ケアマネジャーになり 10 年以上が経ち

ました。ご利用者様に色々なことを教

わりながら、毎日仕事をさせて頂いて

副主任 佐々木

今年の 6月に入職し、
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年齢は高めですが新人ですの

で、諸先輩の指導を受け、気を

引き締めて頑張っていきたいと

思います。 

上の標語をご覧になった事があり
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の日・老人週間」のキャンペーン要
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年）に、

15 日
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年）から「敬老の日」が 9月の第 3

のは記憶に新しい所では無いでしょうか？ 

私としては「敬老週間」として記憶していた
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為に出来ることを考え、取り組んでいく
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主任 垂石 
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ました。ご利用者様に色々なことを教

わりながら、毎日仕事をさせて頂いて

佐々木 みちる 

月に入職し、3か月が

 

年齢は高めですが新人ですの

で、諸先輩の指導を受け、気を

引き締めて頑張っていきたいと

中込 トモ子

｢国民の祝日に関する法律｣の改正により、平成

3 月曜日となった

 

記憶していたのですが、
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元気に過ごしてもらう為の週間であ

為に出来ることを考え、取り組んでいく週間なの
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日本歯科

日本社会福祉士会 日

13 年

が経ちました。ご利用者様に

色々なことを教えて頂きなが

することがで

 美保 

か月が

年齢は高めですが新人ですの

で、諸先輩の指導を受け、気を

引き締めて頑張っていきたいと

トモ子 

｢国民の祝日に関する法律｣の改正により、平成 15 年

なった

のですが、

左に書いてありま

元気に過ごしてもらう為の週間であ

週間なの

 

いつでも

 

シャローム若葉第

職員

 

という間に

 

ので、初めの頃は「大丈夫かな？

続くかな？」と心配で、日々不安

に思いながらの仕事の中、同じ職

場の、素敵な先輩職員の方々の親

切丁寧な指導、心優しい対応によ

り、日々、不安感が薄れていくの

を感じています。

 

な色のフレームを使用していま

す。

 

が…。

 

様の送迎中、ご利用者のご家族に

世界
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介護従事者ならみんな知っていますよ。と言いたいところですが、残念ながら当事業所

の回答率は

さて、気を取り直してお答えしたいと思いますが、

「福祉用具の日」を

いるそうです。

 

そこで皆さんにも福祉用具をもっと、もっと知って頂きたいと思い今回は、毎年

用具の展示会（国際福祉機器展）をご紹介します。

この展示会は、東京ビックサイトで行われており、私たちの事業所では１日かけて東京会場内をぐるぐる

と歩き回ります。以前、万歩計で計ってみるとなんと

この展示会では、全世界で発明された福祉用具が展示されていて最近では介護ロボットなども数多く出展

されています。

 

福祉用具は日々、進化しており数年前には、「こんな福祉用具があればなぁ～」と思

には、世に出回り人の手となり足となり活躍してくれます。

入場料は無料です。ご興味のある方は、是非一度足を運ばれては如何でしょうか？

ご来場ができない方もご安心下さい。私たち福祉用具専門相談員が新しい福祉用具を会場の隅から隅まで

見て来ます。最新情報などありましたら、「こんにちは」でも発信していきたいと思います。

 

第
日 
    
会 
いつでも見学できます。いつでも

 皆様、こんにちは。

シャローム若葉第

職員 郡山道明です。

 今年の 3月末に入社して、あっ

という間に 5

 介護の仕事は全く未経験でした

ので、初めの頃は「大丈夫かな？

続くかな？」と心配で、日々不安

に思いながらの仕事の中、同じ職

場の、素敵な先輩職員の方々の親

切丁寧な指導、心優しい対応によ

り、日々、不安感が薄れていくの

を感じています。

 私は、眼鏡をかけていて、色々

な色のフレームを使用していま

す。 

 白やピンクなど少し目立ちます

が…。 

 最近の話なのですが、ご利用者

様の送迎中、ご利用者のご家族に

世界の福祉機

10 月 1 日は、何の日かご存知ですか～？

介護従事者ならみんな知っていますよ。と言いたいところですが、残念ながら当事業所

の回答率は 20

さて、気を取り直してお答えしたいと思いますが、

「福祉用具の日」を

いるそうです。

そこで皆さんにも福祉用具をもっと、もっと知って頂きたいと思い今回は、毎年

用具の展示会（国際福祉機器展）をご紹介します。

この展示会は、東京ビックサイトで行われており、私たちの事業所では１日かけて東京会場内をぐるぐる

と歩き回ります。以前、万歩計で計ってみるとなんと

この展示会では、全世界で発明された福祉用具が展示されていて最近では介護ロボットなども数多く出展

されています。

福祉用具は日々、進化しており数年前には、「こんな福祉用具があればなぁ～」と思

には、世に出回り人の手となり足となり活躍してくれます。

入場料は無料です。ご興味のある方は、是非一度足を運ばれては如何でしょうか？

ご来場ができない方もご安心下さい。私たち福祉用具専門相談員が新しい福祉用具を会場の隅から隅まで

見て来ます。最新情報などありましたら、「こんにちは」でも発信していきたいと思います。
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皆様、こんにちは。 

シャローム若葉第 2 デイサービス

郡山道明です。 
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切丁寧な指導、心優しい対応によ

り、日々、不安感が薄れていくの

を感じています。 

私は、眼鏡をかけていて、色々
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白やピンクなど少し目立ちます
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様の送迎中、ご利用者のご家族に

福祉機器が一

日は、何の日かご存知ですか～？

介護従事者ならみんな知っていますよ。と言いたいところですが、残念ながら当事業所
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いるそうです。 

そこで皆さんにも福祉用具をもっと、もっと知って頂きたいと思い今回は、毎年

用具の展示会（国際福祉機器展）をご紹介します。

この展示会は、東京ビックサイトで行われており、私たちの事業所では１日かけて東京会場内をぐるぐる

と歩き回ります。以前、万歩計で計ってみるとなんと

この展示会では、全世界で発明された福祉用具が展示されていて最近では介護ロボットなども数多く出展

されています。 

福祉用具は日々、進化しており数年前には、「こんな福祉用具があればなぁ～」と思

には、世に出回り人の手となり足となり活躍してくれます。

入場料は無料です。ご興味のある方は、是非一度足を運ばれては如何でしょうか？

ご来場ができない方もご安心下さい。私たち福祉用具専門相談員が新しい福祉用具を会場の隅から隅まで

見て来ます。最新情報などありましたら、「こんにちは」でも発信していきたいと思います。
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続くかな？」と心配で、日々不安

に思いながらの仕事の中、同じ職

場の、素敵な先輩職員の方々の親
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用具の展示会（国際福祉機器展）をご紹介します。

この展示会は、東京ビックサイトで行われており、私たちの事業所では１日かけて東京会場内をぐるぐる
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には、世に出回り人の手となり足となり活躍してくれます。

入場料は無料です。ご興味のある方は、是非一度足を運ばれては如何でしょうか？

ご来場ができない方もご安心下さい。私たち福祉用具専門相談員が新しい福祉用具を会場の隅から隅まで

見て来ます。最新情報などありましたら、「こんにちは」でも発信していきたいと思います。
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