
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【編集後記】
 年末年始に休暇を
経ちました。
 

ふれあい広場

 皆様のご協力に
虹の家
うございます。
 引き続き待機者として、ご相談の方は承っておりま
すので、
されてい
さい。
 
問合せ先
     

 １０

ックの車椅子バスケットボールの日本代表

に選ばれた千脇貢選手について掲載させて

頂きましたが、その千脇選手より

するお礼のタオルを頂きました。

 こちらこそお忙しい所、時間を作ってわ

ざわざ足を運んで頂きましてありがとうご

ざいました。

 次回のパラリンピックでのご活躍をシャ

ローム若葉職員一同祈念しております。
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下方修正を検討すべきか悩んでおります。

 「こんにちは」

 
デイサービスセンター TEL：043

デイサービスセンター TEL：043
   TEL：043

TEL：043-214-3450
TEL：043-214-5567
TEL：043-309-8598

あんしんケアセンター 桜木 
  FAX：043-214

～家族の会サロンより～

 家族の会サロンは
所ふれあいサロン
開催中です！
 介護についての悩みや不安を、私たちと共に
話しあってみませんか？話してみる事で気が楽
になる事もあると思いますよ

今後の予定

若松台ふれあい広場

作品を展示させていただきました。
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～家族の会サロンより～
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頂いたタオルは、施設長室にて飾

らして頂く予定です。
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2 月 16 日

水墨画サークル様より、

展示させていただきました。 

頂いたタオルは、施設長室にて飾
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地域

 新年明けましておめでとうございます。

 皆様のおかげで今年も無事に新しい年を迎

えることができました。昨年中は、ご利用者

やご家族、そして地域の皆様より、暖かいご

支援やご理解を賜り厚く御礼申し上げます。

 シャローム若葉では、今年も法人理念であ

る『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』を高く掲げ、三育ライフ行動指針の実践

、利用者様から安全で安心できる、そして信

頼される福祉サービスの提供を目標とし、職

員一同一丸となり努力をしてまいる所存でご

ざいます。

また、地域包括ケアシ

た担い手として、『地域に密着した福祉の拠

点』としても活動を継続してまいりたいと存

じます。普遍的なテーマは、『地域と福祉の

安心懸け橋』です。介護に関する相談から、

サービスの提供までお任せくださいますよう

お願い申し上げます。
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サービスの提供までお任せくださいますよう

お願い申し上げます。

新春恒例のお楽しみお茶会。
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支援やご理解を賜り厚く御礼申し上げます。 

シャローム若葉では、今年も法人理念であ

る『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』を高く掲げ、三育ライフ行動指針の実践

、利用者様から安全で安心できる、そして信
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新春恒例のお楽しみお茶会。職員も着物でおもてなし！ 
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皆様のおかげで今年も無事に新しい年を迎

えることができました。昨年中は、ご利用者

やご家族、そして地域の皆様より、暖かいご

支援やご理解を賜り厚く御礼申し上げます。 

シャローム若葉では、今年も法人理念であ

る『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
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 さて、本年

予防・日常生活支援総合事業の導入が開始さ

れます。厚生労働省においても自立支援の考

え方が改めて提示され、単なる介護や介助を

するのではなく、自立支援に繋がる介護を提

供した事業所に成功報酬として単価を増額す

る方向に舵を切ろうとしています。

今、高齢者福祉の世界は新たなステージに

入ろうとしています。この先、

年先、次の世代まで安心して地域で暮らせる

ように、皆さん一人一人の力をお借りしなが

ら一歩先を見据えた運営に努めて参りたいと

思っています。

 この新しい年がより

佳き年になるよう心よ

り祈念いたしまして、

私からの年頭の挨拶と

させていただきます。
 

職員も着物でおもてなし！
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れます。厚生労働省においても自立支援の考

え方が改めて提示され、単なる介護や介助を

するのではなく、自立支援に繋がる介護を提

供した事業所に成功報酬として単価を増額す

る方向に舵を切ろうとしています。 

今、高齢者福祉の世界は新たなステージに

年先、20

年先、次の世代まで安心して地域で暮らせる

ように、皆さん一人一人の力をお借りしなが

ら一歩先を見据えた運営に努めて参りたいと

社会福祉法人三育ライフ 
シャローム若葉 
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三育ライフ

 1 月
餅つき大会を行いました。
 102
に皆様で一緒に作った
として一緒に頂きました。
 ご利用者
の声も聞かれました

 第２デイサービスで
1 月
間、新春お茶会が催されま
した。
 職員一同も着物に着替え
（表紙参照）おもてなしを
させて頂きました。
 お琴の演奏だけでなく、
今年はバイオリンとのコラ
ボもあり、今年の年明けを
思わせる穏やかな
なりました。

 表千家と裏千家は親戚です。千利休

の孫、宗旦の子供たちがそれぞれ独立

して表千家、裏千家、武者小路千家に

なりました。

千家の中の、表側の家とその裏の家

という意味から始まっています。

表千家と裏千家のすぐに目につく違いはふくさの色です。女性が使う基本のふくさは、表千家は朱色、

裏千家は赤色を使います。

裏千家の方が点てたお茶は、表面を細かい泡が覆ってカプチーノ風。表千家の方が点てると、泡の中に

池のように泡がない部分が三日月状に広がります。

 

三育ライフ介護３原則

月 11 日～12
餅つき大会を行いました。
102 歳のご利用者を中心に気合の入ったお餅が出来上がり
皆様で一緒に作った

として一緒に頂きました。
ご利用者からは、

の声も聞かれました

第２デイサービスで
月 10 日～11

間、新春お茶会が催されま
した。 
職員一同も着物に着替え

（表紙参照）おもてなしを
させて頂きました。
お琴の演奏だけでなく、

今年はバイオリンとのコラ
ボもあり、今年の年明けを
思わせる穏やかな
なりました。 

表千家と裏千家は親戚です。千利休

の孫、宗旦の子供たちがそれぞれ独立

して表千家、裏千家、武者小路千家に

なりました。 

千家の中の、表側の家とその裏の家

という意味から始まっています。

表千家と裏千家のすぐに目につく違いはふくさの色です。女性が使う基本のふくさは、表千家は朱色、

裏千家は赤色を使います。

裏千家の方が点てたお茶は、表面を細かい泡が覆ってカプチーノ風。表千家の方が点てると、泡の中に

池のように泡がない部分が三日月状に広がります。

介護３原則 １．

12 日に第１デイサービスでは初めての試みになります
餅つき大会を行いました。

歳のご利用者を中心に気合の入ったお餅が出来上がり
皆様で一緒に作ったお汁粉

として一緒に頂きました。
からは、「昔を思い出し

の声も聞かれました。 

第２デイサービスでは、
11 日の 2 日

間、新春お茶会が催されま

職員一同も着物に着替え
（表紙参照）おもてなしを
させて頂きました。 
お琴の演奏だけでなく、

今年はバイオリンとのコラ
ボもあり、今年の年明けを
思わせる穏やかな 2 日間と

 

表千家と裏千家は親戚です。千利休

の孫、宗旦の子供たちがそれぞれ独立

して表千家、裏千家、武者小路千家に

 

千家の中の、表側の家とその裏の家

という意味から始まっています。

表千家と裏千家のすぐに目につく違いはふくさの色です。女性が使う基本のふくさは、表千家は朱色、

裏千家は赤色を使います。

裏千家の方が点てたお茶は、表面を細かい泡が覆ってカプチーノ風。表千家の方が点てると、泡の中に

池のように泡がない部分が三日月状に広がります。

１．知識に基づく「正確」

第１デイサービスでは初めての試みになります
餅つき大会を行いました。 

歳のご利用者を中心に気合の入ったお餅が出来上がり
お汁粉の中に、つきたてのお餅を入れ、

として一緒に頂きました。 
昔を思い出した」「

は、

間、新春お茶会が催されま

職員一同も着物に着替え
（表紙参照）おもてなしを

お琴の演奏だけでなく、
今年はバイオリンとのコラ
ボもあり、今年の年明けを

日間と

表千家と裏千家は親戚です。千利休

の孫、宗旦の子供たちがそれぞれ独立

して表千家、裏千家、武者小路千家に

千家の中の、表側の家とその裏の家

という意味から始まっています。 

表千家と裏千家のすぐに目につく違いはふくさの色です。女性が使う基本のふくさは、表千家は朱色、

裏千家は赤色を使います。 

裏千家の方が点てたお茶は、表面を細かい泡が覆ってカプチーノ風。表千家の方が点てると、泡の中に

池のように泡がない部分が三日月状に広がります。

「正確」な介護

第１デイサービスでは初めての試みになります

歳のご利用者を中心に気合の入ったお餅が出来上がり
、つきたてのお餅を入れ、

た」「また来年もやりたいな

左側が表千家

確かに泡の立ち方が違いますね。

グループホーム虹の家では、

ます、若松事業所の

お点前を拝見しながら、お抹茶で一服させて頂き、今年一年の

健康を祈念致しました。
 

表千家と裏千家は親戚です。千利休

の孫、宗旦の子供たちがそれぞれ独立

して表千家、裏千家、武者小路千家に

千家の中の、表側の家とその裏の家

表千家と裏千家のすぐに目につく違いはふくさの色です。女性が使う基本のふくさは、表千家は朱色、

裏千家の方が点てたお茶は、表面を細かい泡が覆ってカプチーノ風。表千家の方が点てると、泡の中に

池のように泡がない部分が三日月状に広がります。

な介護 ２．愛の心からの「誠実

第１デイサービスでは初めての試みになります

歳のご利用者を中心に気合の入ったお餅が出来上がり
、つきたてのお餅を入れ、

また来年もやりたいな

左側が表千家  

確かに泡の立ち方が違いますね。

グループホーム虹の家では、

若松事業所の

お点前を拝見しながら、お抹茶で一服させて頂き、今年一年の

健康を祈念致しました。

表千家と裏千家のすぐに目につく違いはふくさの色です。女性が使う基本のふくさは、表千家は朱色、

裏千家の方が点てたお茶は、表面を細かい泡が覆ってカプチーノ風。表千家の方が点てると、泡の中に

池のように泡がない部分が三日月状に広がります。お茶の世界は深いですね。

からの「誠実」な介護

第１デイサービスでは初めての試みになります

歳のご利用者を中心に気合の入ったお餅が出来上がり、午前中
、つきたてのお餅を入れ、おやつ

また来年もやりたいな」等

   右側が裏千家

確かに泡の立ち方が違いますね。

グループホーム虹の家では、

若松事業所のふれあいサロンにて

お点前を拝見しながら、お抹茶で一服させて頂き、今年一年の

健康を祈念致しました。 

表千家と裏千家のすぐに目につく違いはふくさの色です。女性が使う基本のふくさは、表千家は朱色、

裏千家の方が点てたお茶は、表面を細かい泡が覆ってカプチーノ風。表千家の方が点てると、泡の中に

お茶の世界は深いですね。

な介護 ３．健康な

書き初めや福笑い等のお正月行事

にお餅つきも追加される！？

新年を迎
お正月行事
一部ですが

右側が裏千家 

確かに泡の立ち方が違いますね。 

グループホーム虹の家では、1 月 7 日に虹の家に隣接してい

ふれあいサロンにて

お点前を拝見しながら、お抹茶で一服させて頂き、今年一年の

表千家と裏千家のすぐに目につく違いはふくさの色です。女性が使う基本のふくさは、表千家は朱色、

裏千家の方が点てたお茶は、表面を細かい泡が覆ってカプチーノ風。表千家の方が点てると、泡の中に

お茶の世界は深いですね。 

健康な精神で「清潔

書き初めや福笑い等のお正月行事

にお餅つきも追加される！？

迎えまして
正月行事が行われました
ですが、ご紹介致

日に虹の家に隣接してい

ふれあいサロンにて裏千家蔦森

お点前を拝見しながら、お抹茶で一服させて頂き、今年一年の

表千家と裏千家のすぐに目につく違いはふくさの色です。女性が使う基本のふくさは、表千家は朱色、

裏千家の方が点てたお茶は、表面を細かい泡が覆ってカプチーノ風。表千家の方が点てると、泡の中に

美味しい食事も健康作り

の為の一部です！

で「清潔」な介護 

書き初めや福笑い等のお正月行事

にお餅つきも追加される！？ 

えまして、各事業でも
われました。
紹介致します

日に虹の家に隣接してい

蔦森宗恵先生の

お点前を拝見しながら、お抹茶で一服させて頂き、今年一年の

表千家と裏千家のすぐに目につく違いはふくさの色です。女性が使う基本のふくさは、表千家は朱色、

裏千家の方が点てたお茶は、表面を細かい泡が覆ってカプチーノ風。表千家の方が点てると、泡の中に

美味しい食事も健康作り

の為の一部です！ 

書き初めや福笑い等のお正月行事

 

でも
。 

します。 

日に虹の家に隣接してい

先生の

お点前を拝見しながら、お抹茶で一服させて頂き、今年一年の

表千家と裏千家のすぐに目につく違いはふくさの色です。女性が使う基本のふくさは、表千家は朱色、

裏千家の方が点てたお茶は、表面を細かい泡が覆ってカプチーノ風。表千家の方が点てると、泡の中に

美味しい食事も健康作り

 

いつでも

こんにちは！

イがデイサービスと統合され、事

業場所が若松から桜木に移りまし

た。

 

スタッフも、共に慣れてリラック

スして運動に励んでいます。

 

クアラインマラソン（フル）を走

ることを事前に公言して自分に負

荷をかけました。と言うのは、前

回（第

タッチや景色を楽しんだりして時

間を費やしたため、第６関門（

ｋｍ）で通過制限時間に１分遅れ

しまい、レースを失格。観光バス

を転用した収容車で手荷物預かり

所へ戻された悔しい思いを払拭し

たかったからです。

 

10

スタート。で、今回は走りに集

中。清々しい海上の高速道路・ア

クアライン上から見る景色を楽し

むのもそこそこに、第２関門・海

ほたる（

ｍ）、魔の第６関門を含め、９関

門全てを通過制限時間内にクリ

ア。トータル制限時間６時間ギリ

ギリの

9,728

 昨年のクリスマスイブの午後、

SDA

マス会が催されました。

そこで、我がシャローム若葉の劇

団が、「しろべえの涙」というキリ

スト教の寸劇を披露しました。

しろべえ役の施設長をはじめ、職

員のお子さんも加わり、総勢

演じました。

 
 

劇 団

若 

いつでも見学できます。いつでも

こんにちは！

イがデイサービスと統合され、事

業場所が若松から桜木に移りまし

た。 

 最近は新しい環境に利用者様も

スタッフも、共に慣れてリラック

スして運動に励んでいます。

 さて、利用者様に第

クアラインマラソン（フル）を走

ることを事前に公言して自分に負

荷をかけました。と言うのは、前

回（第 1 回）は沿道の人とのハイ

タッチや景色を楽しんだりして時

間を費やしたため、第６関門（

ｋｍ）で通過制限時間に１分遅れ

しまい、レースを失格。観光バス

を転用した収容車で手荷物預かり

所へ戻された悔しい思いを払拭し

たかったからです。

 

10 月 23 日（日）は秋晴れ。

スタート。で、今回は走りに集

中。清々しい海上の高速道路・ア

クアライン上から見る景色を楽し

むのもそこそこに、第２関門・海

ほたる（スタート地点から

ｍ）、魔の第６関門を含め、９関

門全てを通過制限時間内にクリ

ア。トータル制限時間６時間ギリ

ギリの 5 時間

9,728 位で完走できました。

自宅から成田山新勝寺まで約

17～8KM

ーム若葉ご利用者様のご健勝とご多幸を心よりご

昨年のクリスマスイブの午後、

SDA 千葉キリスト教会で子供クリス

マス会が催されました。

そこで、我がシャローム若葉の劇

団が、「しろべえの涙」というキリ

スト教の寸劇を披露しました。

しろべえ役の施設長をはじめ、職

員のお子さんも加わり、総勢

演じました。 

 
 団 

 葉 

見学できます。いつでも

こんにちは！10 月から介護予防デ

イがデイサービスと統合され、事

業場所が若松から桜木に移りまし

最近は新しい環境に利用者様も

スタッフも、共に慣れてリラック

スして運動に励んでいます。

さて、利用者様に第

クアラインマラソン（フル）を走

ることを事前に公言して自分に負

荷をかけました。と言うのは、前

回）は沿道の人とのハイ

タッチや景色を楽しんだりして時

間を費やしたため、第６関門（

ｋｍ）で通過制限時間に１分遅れ

しまい、レースを失格。観光バス

を転用した収容車で手荷物預かり

所へ戻された悔しい思いを払拭し

たかったからです。 

日（日）は秋晴れ。

スタート。で、今回は走りに集

中。清々しい海上の高速道路・ア

クアライン上から見る景色を楽し

むのもそこそこに、第２関門・海

スタート地点から

ｍ）、魔の第６関門を含め、９関

門全てを通過制限時間内にクリ

ア。トータル制限時間６時間ギリ

時間 53 分 17 秒、順位

位で完走できました。

自宅から成田山新勝寺まで約

8KM 地点で転倒

ーム若葉ご利用者様のご健勝とご多幸を心よりご

昨年のクリスマスイブの午後、

千葉キリスト教会で子供クリス

マス会が催されました。 

そこで、我がシャローム若葉の劇

団が、「しろべえの涙」というキリ

スト教の寸劇を披露しました。

しろべえ役の施設長をはじめ、職

員のお子さんも加わり、総勢

 

見学できます。いつでもご相談下さい。

月から介護予防デ

イがデイサービスと統合され、事

業場所が若松から桜木に移りまし

最近は新しい環境に利用者様も

スタッフも、共に慣れてリラック

スして運動に励んでいます。 

さて、利用者様に第 3 回千葉ア

クアラインマラソン（フル）を走

ることを事前に公言して自分に負

荷をかけました。と言うのは、前

回）は沿道の人とのハイ

タッチや景色を楽しんだりして時

間を費やしたため、第６関門（26

ｋｍ）で通過制限時間に１分遅れ

しまい、レースを失格。観光バス

を転用した収容車で手荷物預かり

所へ戻された悔しい思いを払拭し

日（日）は秋晴れ。10 時

スタート。で、今回は走りに集

中。清々しい海上の高速道路・ア

クアライン上から見る景色を楽し

むのもそこそこに、第２関門・海

スタート地点から 13.7ｋ

ｍ）、魔の第６関門を含め、９関

門全てを通過制限時間内にクリ

ア。トータル制限時間６時間ギリ

秒、順位

位で完走できました。 

自宅から成田山新勝寺まで約 37KM

倒し、肘と膝

ーム若葉ご利用者様のご健勝とご多幸を心よりご

昨年のクリスマスイブの午後、

千葉キリスト教会で子供クリス

 

そこで、我がシャローム若葉の劇

団が、「しろべえの涙」というキリ

スト教の寸劇を披露しました。 

しろべえ役の施設長をはじめ、職

員のお子さんも加わり、総勢 8 名で

。 シャローム（

月から介護予防デ

ｋ

 ６時間近くもかかるのでは、途

中全くトイレへ行かないという訳

にはいかず、トイレタイムが加算

されています。海の上を走りたい

という海外からのランナーや仮装

して走る人もいました。参加者総

数 15,851

代は 0.72

ルマラソン最高年齢は男性

歳、女性

するトップランナーの凄さ

ード、レースの駆け引き、体力、

精神力など）が実感できました。

何はともあれ、完走できたので満

足しています。

 

チーバ君をはじめご当地キャラ

クターやお手製の沿道応援イベン

ト、子供たちの力強い声援に力づ

けられました。また、愚息が県警

白バイ隊員でレースの先導をした

ことも活力となりました。翌週、

TBS テレビで当マラソンが放送さ

れました。残念ながらどちらも映

っていませんでした。来年は高貴

（後期）高齢者の仲間入りです。

５時間切り？を目指して頑張りま

す。 

皆様、転倒や風邪などに

つけて本年

37KM を 3 年連続、完走

をすりむきました

ーム若葉ご利用者様のご健勝とご多幸を心よりご

（shalom）とは

６時間近くもかかるのでは、途

中全くトイレへ行かないという訳

にはいかず、トイレタイムが加算

されています。海の上を走りたい

という海外からのランナーや仮装

して走る人もいました。参加者総

15,851 人が力走したうち、

0.72％、80 代は

ルマラソン最高年齢は男性

歳、女性 78 歳。２時間強で走破

するトップランナーの凄さ

ード、レースの駆け引き、体力、
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