
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【編集後記】

以前よりは、下がってきましたが、まだまだ買うときにはお財布と相談しながらかな？これからは野菜たっぷりのお鍋などで寒い

季節に温まりたいものです。
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【編集後記】気がつけば

以前よりは、下がってきましたが、まだまだ買うときにはお財布と相談しながらかな？これからは野菜たっぷりのお鍋などで寒い

季節に温まりたいものです。

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！
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 シャローム若葉では、ご利用者からの

ご希望によりお別れ会を行っています。

 御覧の風景は故人の居室にてご家族と

職員が一同に

によって司式が行われているところで

す。 

 又、先日は職員ご家族のお別れ会を桜

木本部 3Ｆ礼拝堂にて行いました。

 ヨハネによる福音書

を信じる者は、死んでも生きる。』と記述されています。

この聖書の御言葉を希望ととらえて行うのがシャローム若葉のお別れ会です。

 現在、シャローム若葉グループホーム虹の家で

は、1 部屋居室に空きがございます。

 ご家族、或いはご友人でご利用を検討されていら

っしゃる方がいらっしゃいましたら、是非ご相談下

さい。 

問合せ先：
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によって司式が行われているところで

又、先日は職員ご家族のお別れ会を桜

Ｆ礼拝堂にて行いました。

ヨハネによる福音書 11

を信じる者は、死んでも生きる。』と記述されています。
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月。今年も今年も残すところあと１ヶ月半です。最近困っているのが、「野菜が高い！」ということ。
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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。
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※今月はボランティアさんによる展示はお休みです。また次月をお楽しみに！
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Ｆ礼拝堂にて行いました。
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Ｆ礼拝堂にて行いました。 

節には『イエスは言われた。「わたしは復活であり、命である。わたし
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地域

 秋も深まり早いもので今年も残すところ一ヶ月半

となりました。

 秋と言えば、皆様はどのような秋を思い浮かべま

すか？

 食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋と

様々な秋があります。中でも私が真っ先に思い浮か

ぶもの

 私が介護の仕事に入り１４年半が過ぎました

平成１４年に特別養護老人ホームで働かせていただ

き、介護技術の基礎を学びましたが、特養での仕事

では入居されて

方々や、まして私の住んでいる地区の方々と直接接

することはありませんでした。

 平成１６年からデイサービスへ異動となり、送迎

等を通じご利用者やご家族

の方々と挨拶や会話する機会も増え徐々に様々な情

報や相談を戴くようになりました。

 平成２１年よりシャローム

平成２５年より桜木事業所で勤務し、デイサービス

の送迎だけでなく、地域で活動するボラン

んとも顔見知りの方が増え、私の住まいの自治会は

もちろん職場近隣の自治会や同業の方々等からゴル

                                

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

秋も深まり早いもので今年も残すところ一ヶ月半

となりました。

秋と言えば、皆様はどのような秋を思い浮かべま

すか？ 

食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋と

様々な秋があります。中でも私が真っ先に思い浮か

ぶもの、スポーツについて書かせて頂きます。

私が介護の仕事に入り１４年半が過ぎました

平成１４年に特別養護老人ホームで働かせていただ

き、介護技術の基礎を学びましたが、特養での仕事

では入居されて

方々や、まして私の住んでいる地区の方々と直接接

することはありませんでした。

平成１６年からデイサービスへ異動となり、送迎

等を通じご利用者やご家族

の方々と挨拶や会話する機会も増え徐々に様々な情

報や相談を戴くようになりました。

平成２１年よりシャローム

平成２５年より桜木事業所で勤務し、デイサービス

の送迎だけでなく、地域で活動するボラン

とも顔見知りの方が増え、私の住まいの自治会は

もちろん職場近隣の自治会や同業の方々等からゴル
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福祉のあん

秋も深まり早いもので今年も残すところ一ヶ月半

となりました。 

秋と言えば、皆様はどのような秋を思い浮かべま

食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋と

様々な秋があります。中でも私が真っ先に思い浮か

スポーツについて書かせて頂きます。

私が介護の仕事に入り１４年半が過ぎました

平成１４年に特別養護老人ホームで働かせていただ

き、介護技術の基礎を学びましたが、特養での仕事

では入居されている方々は地元の方が少なく地域の

方々や、まして私の住んでいる地区の方々と直接接

することはありませんでした。

平成１６年からデイサービスへ異動となり、送迎

等を通じご利用者やご家族

の方々と挨拶や会話する機会も増え徐々に様々な情

報や相談を戴くようになりました。

平成２１年よりシャローム

平成２５年より桜木事業所で勤務し、デイサービス

の送迎だけでなく、地域で活動するボラン

とも顔見知りの方が増え、私の住まいの自治会は

もちろん職場近隣の自治会や同業の方々等からゴル
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秋も深まり早いもので今年も残すところ一ヶ月半

秋と言えば、皆様はどのような秋を思い浮かべま

食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋と

様々な秋があります。中でも私が真っ先に思い浮か

スポーツについて書かせて頂きます。

私が介護の仕事に入り１４年半が過ぎました

平成１４年に特別養護老人ホームで働かせていただ

き、介護技術の基礎を学びましたが、特養での仕事

る方々は地元の方が少なく地域の

方々や、まして私の住んでいる地区の方々と直接接

することはありませんでした。 

平成１６年からデイサービスへ異動となり、送迎

等を通じご利用者やご家族、更には送迎先のご近所

の方々と挨拶や会話する機会も増え徐々に様々な情
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平成２１年よりシャローム若葉の若松事業所に

平成２５年より桜木事業所で勤務し、デイサービス

の送迎だけでなく、地域で活動するボラン
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もちろん職場近隣の自治会や同業の方々等からゴル
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しん懸け

秋も深まり早いもので今年も残すところ一ヶ月半

秋と言えば、皆様はどのような秋を思い浮かべま

食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋と

様々な秋があります。中でも私が真っ先に思い浮か
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平成１４年に特別養護老人ホームで働かせていただ

き、介護技術の基礎を学びましたが、特養での仕事

る方々は地元の方が少なく地域の

方々や、まして私の住んでいる地区の方々と直接接

平成１６年からデイサービスへ異動となり、送迎

、更には送迎先のご近所

の方々と挨拶や会話する機会も増え徐々に様々な情
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平成２５年より桜木事業所で勤務し、デイサービス

の送迎だけでなく、地域で活動するボランティアさ

とも顔見知りの方が増え、私の住まいの自治会は

もちろん職場近隣の自治会や同業の方々等からゴル
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 大好きなスポーツを通じ地域とのより良い関係作

りに貢献出来たらと考えています。

 私はスポーツに楽しく参加しており、だからこそ

長続きできていると思っています。

 今、第１デイサービスではリハビリに力を入れて

いますが、長く楽しんで頂けるように努力していき
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三育ライフ

昨年度より若葉区の

います。

病院・老人保健施設・行政機関・障害分野・あんしんケアセンターとそれぞれ異なる機関で活動してい

るソーシャルワーカー達が集まり、情報交換・ネットワーク作りを目的にそれぞれの業務について学ぶ

と共に毎回テーマを決めてグループワークや講義をしています。

同じケースであってもそれぞれの機関で着眼点も支援方法もかわり、毎回様々な気づきをすることがで

き、時間が足りないほどに充実したものとなっています。

 

私自身が連絡会に参加して改めて感じたことがあります。

1.

2.

3.

4.

 

 

若葉区ソーシャルワーカー連絡会は次回

正について

●訪問介護を長年利用して・・・

ヘルパーさん達との交流で人とのコミュニケー

ションをとることができています。

個人としての関わりが持てているの

では難しいことです。それが良い意味での刺激

になり、季節を感じたり、話題も広がり、それ

を伝えることもできています。

 人と接することで、会話はもとより身嗜みを

整えることも忘れません。お化粧もします。

私も積極的に介護を学び、母に寄り添い、チー

ムの一員として
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私自身が連絡会に参加して改めて感じたことがあります。

1.一人のソーシャルワーカーができることは限られている。

2.状況を見極め、多くの視点で捉えることが重要である。

3.本人の現有能力を見極め、自立支援を行うことを忘れてはならない。

4.自分の機関でできる最大限の支援を行い、他の機関や資源と協力して

 いくことで初めて支援ができる。
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」開催する予定です。これからまた準備に奔走していきます・・・！

 訪問介護は、ご利用者の在宅生活における自立支援、また、ご家族の介護負担の軽減

を目的として、ホームヘルパーが訪問し、介護計画に沿ったサービス提供を行います。

 

９３歳Ｙ様のご家族にお話を伺いました。

8 月にご主人を亡くされ、一人暮らしです。訪問介護を一日

等を利用し、近くに住むご家族が介護をされています。

「母は家族の一員。母の“思い”
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