
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【編集後記】
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。
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お問い
    
HP:http://www.shalomwakaba.com/

若松台

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
     

 2

にて行われました。

 シャローム若葉は

テーションや福祉用具、居宅介護支援、グループホーム、

給食から営繕に至るまで多種多様な職員が勤務しており、

一堂に会する事はあまりありません。

 全職員、一年の始まり
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【編集後記】今号にホームページの事を掲載させて頂きましたが、
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。

：社会福祉法人

理事長：東海林 正樹
施設長：高幣 義嗣
広報委員会： 

岩井由紀子・芳賀卓
い合わせ先： 

    info@shalomwakaba.com
http://www.shalomwakaba.com/

作品展
若松台 

ふれあい広場

書道サークル

皆様のご協力に
虹の家は、現在満床となっております。誠にありがと
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、ご家族、或いはご友人で
されてい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：シャローム若葉
       TEL043

2 月 10 日にシャローム若葉の新年会が千葉市内のホテル

にて行われました。

シャローム若葉は

テーションや福祉用具、居宅介護支援、グループホーム、

給食から営繕に至るまで多種多様な職員が勤務しており、

一堂に会する事はあまりありません。

全職員、一年の始まり

2017 年が良い年になるようにしたいと思います。

タイトル さびしい熱帯魚

チーム名 ゆみぃ＆みっちぃ

2017

                                                                          

今号にホームページの事を掲載させて頂きましたが、
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。

社会福祉法人 三育ライフ

正樹 
義嗣 

芳賀卓・永島慎志
 

info@shalomwakaba.com
http://www.shalomwakaba.com/

作品展 

ふれあい広場 

書道サークル 

皆様のご協力によりシャローム若葉グループホーム
は、現在満床となっております。誠にありがと

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

ご家族、或いはご友人で
方がいらっしゃいましたら、是非ご相談下

シャローム若葉
TEL043-235

日にシャローム若葉の新年会が千葉市内のホテル

にて行われました。 

シャローム若葉は、デイサービスをはじめ、ヘルパース

テーションや福祉用具、居宅介護支援、グループホーム、

給食から営繕に至るまで多種多様な職員が勤務しており、

一堂に会する事はあまりありません。

全職員、一年の始まり

年が良い年になるようにしたいと思います。

さびしい熱帯魚 

ゆみぃ＆みっちぃ

2017 年職員

                                                                          

職員新年会（２月）

今号にホームページの事を掲載させて頂きましたが、
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。

ライフ 

永島慎志 

info@shalomwakaba.com 
http://www.shalomwakaba.com/ 

シャローム若葉グループホーム
は、現在満床となっております。誠にありがと

引き続き待機者として、ご相談の方は承っておりま
ご家族、或いはご友人で今後の

方がいらっしゃいましたら、是非ご相談下

シャローム若葉   グループホーム虹の家
235-4867

日にシャローム若葉の新年会が千葉市内のホテル

、デイサービスをはじめ、ヘルパース

テーションや福祉用具、居宅介護支援、グループホーム、

給食から営繕に至るまで多種多様な職員が勤務しており、

一堂に会する事はあまりありません。

全職員、一年の始まりに、気持ちを一つにあわせて、

年が良い年になるようにしたいと思います。

展示期間

 大漁太鼓

ゆみぃ＆みっちぃ チーム 

年職員ヘルパー互助会合同新年会

                                                                          

職員新年会（２月）

今号にホームページの事を掲載させて頂きましたが、
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。

シャローム若葉広報誌

シャローム若葉
 第１デイサービスセンター
シャローム若葉
 第２デイサービスセンター
 グループホーム
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
千葉市あんしんケアセンター
 TEL：043

シャローム若葉グループホーム
は、現在満床となっております。誠にありがと

引き続き待機者として、ご相談の方は承っておりま
今後のご利用を検討

方がいらっしゃいましたら、是非ご相談下

グループホーム虹の家
4867（寺﨑・小林）

日にシャローム若葉の新年会が千葉市内のホテル

、デイサービスをはじめ、ヘルパース

テーションや福祉用具、居宅介護支援、グループホーム、

給食から営繕に至るまで多種多様な職員が勤務しており、

一堂に会する事はあまりありません。 

に、気持ちを一つにあわせて、

年が良い年になるようにしたいと思います。

展示期間：２/

大漁太鼓 

 とみい 

互助会合同新年会

                                                                          

職員新年会（２月）

今号にホームページの事を掲載させて頂きましたが、HP にはシャローム若葉ブログへのリンクも作成されており、そこ
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。

シャローム若葉広報誌 

若葉 桜木本部
デイサービスセンター

若葉 若松 
デイサービスセンター

グループホーム虹の家   
ライフハウス 
居宅介護支援事業所 TEL
訪問介護事業所   TEL
福祉用具貸与事業所 TEL

あんしんケアセンター
043-214-1841  

シャローム若葉グループホーム
は、現在満床となっております。誠にありがと

引き続き待機者として、ご相談の方は承っておりま
ご利用を検討

方がいらっしゃいましたら、是非ご相談下

グループホーム虹の家 
（寺﨑・小林） 

日にシャローム若葉の新年会が千葉市内のホテル

、デイサービスをはじめ、ヘルパース

テーションや福祉用具、居宅介護支援、グループホーム、

給食から営繕に至るまで多種多様な職員が勤務しており、

に、気持ちを一つにあわせて、

年が良い年になるようにしたいと思います。 

/７～３/

手話と歌 

訪問介護の皆様

互助会合同新年会 余興一覧

                                                                          

職員新年会（２月）

にはシャローム若葉ブログへのリンクも作成されており、そこ
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。

 「こんにちは」

桜木本部 
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
TEL：043-214
TEL：043-309

あんしんケアセンター 桜木 
  FAX：043-

～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

日にシャローム若葉の新年会が千葉市内のホテル

、デイサービスをはじめ、ヘルパース

テーションや福祉用具、居宅介護支援、グループホーム、

給食から営繕に至るまで多種多様な職員が勤務しており、

/６ 

 恋ダンス

の皆様 チーム

余興一覧 

                                                                          

職員新年会（２月） 

にはシャローム若葉ブログへのリンクも作成されており、そこ
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。

「こんにちは」 2017 年 2

043-234-5111 

043-235-4866 
043-235-4867 

214-3450 
214-5567 ライフハウス
309-8598 

-214-8787 

～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
所ふれあいサロンにて

です！ 
介護についての悩みや不安を、私たちと共に

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  2 月

恋ダンス 

チーム ブロッサム 

                                                                          

にはシャローム若葉ブログへのリンクも作成されており、そこ
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。

2 月号 編集・発行

 FAX：043-234

 FAX：043-235
 FAX：043-235

ライフハウス共通FAX

～家族の会サロンより～ 

毎月第３木曜日に若松事業
にて 13：30～

介護についての悩みや不安を、私たちと共に
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。 

月 16 日、3

 

                                                                          

にはシャローム若葉ブログへのリンクも作成されており、そこ
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。

編集・発行 広報委員会

234-5119 

235-4850 
235-4868 

FAX 043-234

 

毎月第３木曜日に若松事業
～15：00 まで

介護についての悩みや不安を、私たちと共に
ってみませんか？話してみる事で気が楽

 

3 月 16 日

                                                                          

にはシャローム若葉ブログへのリンクも作成されており、そこ
ではこんにちはの作成秘話（と言うほど凄い話ではありませんが・・・）や裏話等も書かせて頂いております。もしこんにちはをお手
に取ってご興味がお有りでしたら是非とも覗いて見て下さい。こんにちは作成後、数日以内には掲載したいと思っております。 

広報委員会 

234-8411 

毎月第３木曜日に若松事業
まで

介護についての悩みや不安を、私たちと共に
ってみませんか？話してみる事で気が楽

日 

                                                                          

地域

平成

経過しました。

今冬は、インフルエンザが大流行しておりま

して、グループホーム虹の家でも、数名の方々

が辛い思いをされる期間がございました。改め

て感染対策などを徹底し、おかげさまをもちま

してなんとか終息することができましたが、こ

の期間、関係者の皆様には大変ご心配をおかけ

しました。引き続き、皆様の体調管理など気を

引き締めて参りたいと思います。

さて、私事で恐縮ですが、現在私は、千葉市

の推薦のもと、外部研修の受講機会を頂戴して

おります。この研修を修了しますと、「千葉市

認知症介

護の研修への参画や、地域ケアの推進の一部を

担うことが期待されることとなります。

12

にちは

く修了となる長期研修となっております。

この研修では他施設における実習もございま

した。ご本人の思い、ご家族の思い、地域住民

 

                                                                          

いのちを敬い

地域と福祉

平成 29 年を迎え、あっという間に

経過しました。

今冬は、インフルエンザが大流行しておりま

して、グループホーム虹の家でも、数名の方々

が辛い思いをされる期間がございました。改め

て感染対策などを徹底し、おかげさまをもちま

してなんとか終息することができましたが、こ

の期間、関係者の皆様には大変ご心配をおかけ

しました。引き続き、皆様の体調管理など気を

引き締めて参りたいと思います。

さて、私事で恐縮ですが、現在私は、千葉市

の推薦のもと、外部研修の受講機会を頂戴して

おります。この研修を修了しますと、「千葉市

認知症介護指導者」として、千葉市の認知症介

護の研修への参画や、地域ケアの推進の一部を

担うことが期待されることとなります。

12 月から始まった研修ですが、この「こん

にちは 2 月号」が発行される

く修了となる長期研修となっております。

この研修では他施設における実習もございま

した。ご本人の思い、ご家族の思い、地域住民

鬼退治ゲーム（第２デイ）と恵方巻き（虹の家）

                                                                          

いのちを敬い いのちを愛し

福祉のあん

年を迎え、あっという間に

経過しました。 

今冬は、インフルエンザが大流行しておりま

して、グループホーム虹の家でも、数名の方々

が辛い思いをされる期間がございました。改め

て感染対策などを徹底し、おかげさまをもちま

してなんとか終息することができましたが、こ

の期間、関係者の皆様には大変ご心配をおかけ

しました。引き続き、皆様の体調管理など気を

引き締めて参りたいと思います。

さて、私事で恐縮ですが、現在私は、千葉市

の推薦のもと、外部研修の受講機会を頂戴して

おります。この研修を修了しますと、「千葉市

護指導者」として、千葉市の認知症介

護の研修への参画や、地域ケアの推進の一部を

担うことが期待されることとなります。

月から始まった研修ですが、この「こん

月号」が発行される

く修了となる長期研修となっております。

この研修では他施設における実習もございま

した。ご本人の思い、ご家族の思い、地域住民

鬼退治ゲーム（第２デイ）と恵方巻き（虹の家）

                                                                          

HP／http://www.shalomwakaba.com
いのちを愛し 

あんし

年を迎え、あっという間に

今冬は、インフルエンザが大流行しておりま

して、グループホーム虹の家でも、数名の方々

が辛い思いをされる期間がございました。改め

て感染対策などを徹底し、おかげさまをもちま

してなんとか終息することができましたが、こ

の期間、関係者の皆様には大変ご心配をおかけ

しました。引き続き、皆様の体調管理など気を

引き締めて参りたいと思います。 

さて、私事で恐縮ですが、現在私は、千葉市

の推薦のもと、外部研修の受講機会を頂戴して

おります。この研修を修了しますと、「千葉市

護指導者」として、千葉市の認知症介

護の研修への参画や、地域ケアの推進の一部を

担うことが期待されることとなります。

月から始まった研修ですが、この「こん

月号」が発行される 2 月中旬にようや

く修了となる長期研修となっております。

この研修では他施設における実習もございま

した。ご本人の思い、ご家族の思い、地域住民

鬼退治ゲーム（第２デイ）と恵方巻き（虹の家）

                                                                          

http://www.shalomwakaba.com
 いのちに仕えることによって

しん懸け

年を迎え、あっという間に 1 ヶ月が

今冬は、インフルエンザが大流行しておりま

して、グループホーム虹の家でも、数名の方々

が辛い思いをされる期間がございました。改め

て感染対策などを徹底し、おかげさまをもちま

してなんとか終息することができましたが、こ

の期間、関係者の皆様には大変ご心配をおかけ

しました。引き続き、皆様の体調管理など気を

さて、私事で恐縮ですが、現在私は、千葉市

の推薦のもと、外部研修の受講機会を頂戴して

おります。この研修を修了しますと、「千葉市

護指導者」として、千葉市の認知症介

護の研修への参画や、地域ケアの推進の一部を

担うことが期待されることとなります。 

月から始まった研修ですが、この「こん

月中旬にようや

く修了となる長期研修となっております。 

この研修では他施設における実習もございま

した。ご本人の思い、ご家族の思い、地域住民

鬼退治ゲーム（第２デイ）と恵方巻き（虹の家）

                                                                           

http://www.shalomwakaba.com
いのちに仕えることによって

け橋 

今冬は、インフルエンザが大流行しておりま

して、グループホーム虹の家でも、数名の方々

が辛い思いをされる期間がございました。改め

て感染対策などを徹底し、おかげさまをもちま

してなんとか終息することができましたが、こ
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