
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【編集後記】
した。逆に日が落ちると急に冷え込み
で、お出かけの際にはご注意くださいね。
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 シャローム若葉ふれあいバザー

僅かになりました。

 献品も大分集まってきており

目のバザー委員会も開かれ、最終的な打ち合わせ

も概ね終わり

あとは

 当日の天候が恵まれますことを祈りつつ、皆様

のご来所をお待ちしております。

運行しておりますので、ぜひご利用下さい。

 

日

   

場

～家族の会サロンより～

 家族の会サロンは
 介護についての悩みや不安を、私たちと共に話しあ
ると思いますよ

第１デイ

第２デイ

昨年度も多数の方々からのシャローム若葉にご寄付を頂戴致しました。

簡単ではございますが、この紙面にてご紹介させていただきますと共に、いつもシャローム若葉を

お支え頂いている事に感謝させて頂きたいと思います。誠にありがとうございました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【編集後記】気温も上がりすっかりと春めいて・・・というよりも、日中においては少し
した。逆に日が落ちると急に冷え込み
で、お出かけの際にはご注意くださいね。

：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/

シャローム若葉ふれあいバザー

僅かになりました。

献品も大分集まってきており

目のバザー委員会も開かれ、最終的な打ち合わせ

も概ね終わりました。

あとは本番当日を迎える段となっております。

当日の天候が恵まれますことを祈りつつ、皆様

のご来所をお待ちしております。

運行しておりますので、ぜひご利用下さい。

日 時 平成

    10：

場 所 シャローム若葉

～家族の会サロンより～

家族の会サロンは
介護についての悩みや不安を、私たちと共に話しあ

ると思いますよ

第１デイ
空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なり
ますので、ご一報頂ければ対応致します。

第２デイ
空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なり
ますので、ご一報頂ければ対応致します。

内田セツ、

剱持千秋、名取信子、飯島よしえ、鶴田光雄、藤森清彦、井口正二、飯田誠、岩間光雄

岩間芳子、砂長谷和子、小島邦夫、三育フーズ㈱、黒川文雄、渡邊邦男、小島邦夫、笹原幸子、

高田ミネ、若松台ふれあい広場、若松台幼稚園田中信行、オカリナ若葉、豊田知子、

桜木町長寿会、

旭ヶ丘保育園、羔幼稚園、ＳＤＡ教団、竹下哲郎

ご寄付戴き誠にありがとうございます

昨年度も多数の方々からのシャローム若葉にご寄付を頂戴致しました。

簡単ではございますが、この紙面にてご紹介させていただきますと共に、いつもシャローム若葉を

お支え頂いている事に感謝させて頂きたいと思います。誠にありがとうございました。

                                                                          

気温も上がりすっかりと春めいて・・・というよりも、日中においては少し
した。逆に日が落ちると急に冷え込み
で、お出かけの際にはご注意くださいね。

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/

シャローム若葉ふれあいバザー

僅かになりました。 

献品も大分集まってきており

目のバザー委員会も開かれ、最終的な打ち合わせ

ました。 

本番当日を迎える段となっております。

当日の天候が恵まれますことを祈りつつ、皆様

のご来所をお待ちしております。

運行しておりますので、ぜひご利用下さい。

平成 29 年 5

：30 開始！

シャローム若葉

～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
介護についての悩みや不安を、私たちと共に話しあ

ると思いますよ。 
４月、５月はバザー準備の為、休業です。

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なり
ますので、ご一報頂ければ対応致します。

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なり
ますので、ご一報頂ければ対応致します。

内田セツ、片岡ハル、熊岡百合子、高田定佳、齋藤市郎、千葉胤道、髙津

剱持千秋、名取信子、飯島よしえ、鶴田光雄、藤森清彦、井口正二、飯田誠、岩間光雄

芳子、砂長谷和子、小島邦夫、三育フーズ㈱、黒川文雄、渡邊邦男、小島邦夫、笹原幸子、

高田ミネ、若松台ふれあい広場、若松台幼稚園田中信行、オカリナ若葉、豊田知子、

桜木町長寿会、田野園子、小島千恵子、杉山公弥子、赤間美恵子、荒行子、鈴木喜恵子、

旭ヶ丘保育園、羔幼稚園、ＳＤＡ教団、竹下哲郎

ご寄付戴き誠にありがとうございます

昨年度も多数の方々からのシャローム若葉にご寄付を頂戴致しました。

簡単ではございますが、この紙面にてご紹介させていただきますと共に、いつもシャローム若葉を

お支え頂いている事に感謝させて頂きたいと思います。誠にありがとうございました。

                                                                          

気温も上がりすっかりと春めいて・・・というよりも、日中においては少し
した。逆に日が落ちると急に冷え込み、日中と
で、お出かけの際にはご注意くださいね。

シャローム
 
 
シャローム
 
 
ライフハウス
 
 
 
千葉市
 

ライフ 

永島慎志 

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

シャローム若葉ふれあいバザー開催まで、あと

献品も大分集まってきており、5/9

目のバザー委員会も開かれ、最終的な打ち合わせ

本番当日を迎える段となっております。

当日の天候が恵まれますことを祈りつつ、皆様

のご来所をお待ちしております。当日は

運行しておりますので、ぜひご利用下さい。

5 月 21 日（日）

開始！ 

シャローム若葉 若松事業所

～家族の会サロンより～ 

毎月第３木曜日に若松事業所ふれあいサロン
介護についての悩みや不安を、私たちと共に話しあ

４月、５月はバザー準備の為、休業です。

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なり
ますので、ご一報頂ければ対応致します。

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なり
ますので、ご一報頂ければ対応致します。

シャローム若葉　　各サービス空き情報

バザー開催のお知らせ！

片岡ハル、熊岡百合子、高田定佳、齋藤市郎、千葉胤道、髙津

剱持千秋、名取信子、飯島よしえ、鶴田光雄、藤森清彦、井口正二、飯田誠、岩間光雄

芳子、砂長谷和子、小島邦夫、三育フーズ㈱、黒川文雄、渡邊邦男、小島邦夫、笹原幸子、

高田ミネ、若松台ふれあい広場、若松台幼稚園田中信行、オカリナ若葉、豊田知子、

野園子、小島千恵子、杉山公弥子、赤間美恵子、荒行子、鈴木喜恵子、

旭ヶ丘保育園、羔幼稚園、ＳＤＡ教団、竹下哲郎

ご寄付戴き誠にありがとうございます
（平成

昨年度も多数の方々からのシャローム若葉にご寄付を頂戴致しました。

簡単ではございますが、この紙面にてご紹介させていただきますと共に、いつもシャローム若葉を

お支え頂いている事に感謝させて頂きたいと思います。誠にありがとうございました。

                                                                          

気温も上がりすっかりと春めいて・・・というよりも、日中においては少し
日中との寒暖

で、お出かけの際にはご注意くださいね。（N） 

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
 第２居宅介護支援事業所
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：043-214

開催まで、あと

5/9 には第２回

目のバザー委員会も開かれ、最終的な打ち合わせ

本番当日を迎える段となっております。

当日の天候が恵まれますことを祈りつつ、皆様

当日は送迎車も

運行しておりますので、ぜひご利用下さい。 

日（日） 

若松事業所 

毎月第３木曜日に若松事業所ふれあいサロン
介護についての悩みや不安を、私たちと共に話しあ

４月、５月はバザー準備の為、休業です。

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なり
ますので、ご一報頂ければ対応致します。

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なり
ますので、ご一報頂ければ対応致します。

シャローム若葉　　各サービス空き情報

バザー開催のお知らせ！

片岡ハル、熊岡百合子、高田定佳、齋藤市郎、千葉胤道、髙津

剱持千秋、名取信子、飯島よしえ、鶴田光雄、藤森清彦、井口正二、飯田誠、岩間光雄

芳子、砂長谷和子、小島邦夫、三育フーズ㈱、黒川文雄、渡邊邦男、小島邦夫、笹原幸子、

高田ミネ、若松台ふれあい広場、若松台幼稚園田中信行、オカリナ若葉、豊田知子、

野園子、小島千恵子、杉山公弥子、赤間美恵子、荒行子、鈴木喜恵子、

旭ヶ丘保育園、羔幼稚園、ＳＤＡ教団、竹下哲郎

ご寄付戴き誠にありがとうございます
平成 28年 4

昨年度も多数の方々からのシャローム若葉にご寄付を頂戴致しました。

簡単ではございますが、この紙面にてご紹介させていただきますと共に、いつもシャローム若葉を

お支え頂いている事に感謝させて頂きたいと思います。誠にありがとうございました。

                                                                          

気温も上がりすっかりと春めいて・・・というよりも、日中においては少し
の寒暖差が大きく

シャローム若葉広報誌 「こんにちは」

若葉 桜木本部 
デイサービスセンター 
居宅介護支援事業所 

若葉 若松 
デイサービスセンター 

グループホーム虹の家   
 

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 
214-1841  FAX

開催まで、あと

には第２回

目のバザー委員会も開かれ、最終的な打ち合わせ

本番当日を迎える段となっております。 

当日の天候が恵まれますことを祈りつつ、皆様

車も

 

 

毎月第３木曜日に若松事業所ふれあいサロン
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

４月、５月はバザー準備の為、休業です。

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なり
訪問介護

受け入れ可能です。是非ご一報下さい！
総合支援事業の体制も整いました。

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なり
虹の家

現在満床ではありますが、本入居の為には入居受付が必要となりま
す。いつでも受け付けておりますので、ご連絡下さい。

シャローム若葉　　各サービス空き情報

バザー開催のお知らせ！

都賀駅・シャローム

都賀駅東口千葉銀行前

10

11

シャローム若葉桜木

10

11
 

片岡ハル、熊岡百合子、高田定佳、齋藤市郎、千葉胤道、髙津

剱持千秋、名取信子、飯島よしえ、鶴田光雄、藤森清彦、井口正二、飯田誠、岩間光雄

芳子、砂長谷和子、小島邦夫、三育フーズ㈱、黒川文雄、渡邊邦男、小島邦夫、笹原幸子、

高田ミネ、若松台ふれあい広場、若松台幼稚園田中信行、オカリナ若葉、豊田知子、

野園子、小島千恵子、杉山公弥子、赤間美恵子、荒行子、鈴木喜恵子、

旭ヶ丘保育園、羔幼稚園、ＳＤＡ教団、竹下哲郎 

ご寄付戴き誠にありがとうございます
4月～平成

昨年度も多数の方々からのシャローム若葉にご寄付を頂戴致しました。

簡単ではございますが、この紙面にてご紹介させていただきますと共に、いつもシャローム若葉を

お支え頂いている事に感謝させて頂きたいと思います。誠にありがとうございました。

                                                                          

気温も上がりすっかりと春めいて・・・というよりも、日中においては少し
差が大きくなっています。温度差で

「こんにちは」

 TEL：043-234

 TEL：043-235
   TEL：043-235

：043-214-3450
：043-214-5567
：043-309-8598
 桜木 
FAX：043-214

毎月第３木曜日に若松事業所ふれあいサロンにて
ってみませんか？話してみる事で気が楽になる事もあ

４月、５月はバザー準備の為、休業です。６月１５日

受け入れ可能です。是非ご一報下さい！
総合支援事業の体制も整いました。

現在満床ではありますが、本入居の為には入居受付が必要となりま
す。いつでも受け付けておりますので、ご連絡下さい。

シャローム若葉　　各サービス空き情報

TEL：043-308

バザー開催のお知らせ！

ふれあい
都賀駅・シャローム

若葉桜木方面

都賀駅東口千葉銀行前

10：00 10：

11：00 11：

シャローム若葉桜木

自動販売機前

10：10 10：

11：00 11：

片岡ハル、熊岡百合子、高田定佳、齋藤市郎、千葉胤道、髙津

剱持千秋、名取信子、飯島よしえ、鶴田光雄、藤森清彦、井口正二、飯田誠、岩間光雄

芳子、砂長谷和子、小島邦夫、三育フーズ㈱、黒川文雄、渡邊邦男、小島邦夫、笹原幸子、

高田ミネ、若松台ふれあい広場、若松台幼稚園田中信行、オカリナ若葉、豊田知子、

野園子、小島千恵子、杉山公弥子、赤間美恵子、荒行子、鈴木喜恵子、

ご寄付戴き誠にありがとうございます
平成 29年

昨年度も多数の方々からのシャローム若葉にご寄付を頂戴致しました。

簡単ではございますが、この紙面にてご紹介させていただきますと共に、いつもシャローム若葉を

お支え頂いている事に感謝させて頂きたいと思います。誠にありがとうございました。

                                                                          

気温も上がりすっかりと春めいて・・・というよりも、日中においては少し汗ばむ初夏の様相に変わってきま
なっています。温度差で

「こんにちは」 2017 年 5

234-5111 

235-4866 FAX
235-4867 FAX

3450 
5567   
8598 FAX：043

214-8787 

にて 13：30～
ってみませんか？話してみる事で気が楽になる事もあ

６月１５日に開催予定です。

受け入れ可能です。是非ご一報下さい！
総合支援事業の体制も整いました。

現在満床ではありますが、本入居の為には入居受付が必要となりま
す。いつでも受け付けておりますので、ご連絡下さい。

シャローム若葉　　各サービス空き情報

308-8588 FAX

FAX：043

バザー開催のお知らせ！ 

ふれあいバザー行き送迎車
都賀駅・シャローム 

若葉桜木方面 

都賀駅東口千葉銀行前 

：30 

：30 

シャローム若葉桜木 

自動販売機前 

：30 

：30 

片岡ハル、熊岡百合子、高田定佳、齋藤市郎、千葉胤道、髙津世紀、

剱持千秋、名取信子、飯島よしえ、鶴田光雄、藤森清彦、井口正二、飯田誠、岩間光雄

芳子、砂長谷和子、小島邦夫、三育フーズ㈱、黒川文雄、渡邊邦男、小島邦夫、笹原幸子、

高田ミネ、若松台ふれあい広場、若松台幼稚園田中信行、オカリナ若葉、豊田知子、

野園子、小島千恵子、杉山公弥子、赤間美恵子、荒行子、鈴木喜恵子、

ご寄付戴き誠にありがとうございます～敬称略、順不同～

年 3月）

昨年度も多数の方々からのシャローム若葉にご寄付を頂戴致しました。 

簡単ではございますが、この紙面にてご紹介させていただきますと共に、いつもシャローム若葉を

お支え頂いている事に感謝させて頂きたいと思います。誠にありがとうございました。

                                                                          

汗ばむ初夏の様相に変わってきま
なっています。温度差で体調を崩しやすくなります

5 月号 編集・発行

FAX：043-235-
FAX：043-235-

043-234-8412（

～15：00 まで
ってみませんか？話してみる事で気が楽になる事もあ

に開催予定です。

受け入れ可能です。是非ご一報下さい！
総合支援事業の体制も整いました。

現在満床ではありますが、本入居の為には入居受付が必要となりま
す。いつでも受け付けておりますので、ご連絡下さい。

FAX：043-234-

043-234-8411（

 

バザー行き送迎車
小倉台中央自治会館・

ラパーク千城台方面

小倉中央自治会館前

10：10

11：00

ラパーク千城台ロータリー

10：10

11：00

世紀、高津五寿寿、

剱持千秋、名取信子、飯島よしえ、鶴田光雄、藤森清彦、井口正二、飯田誠、岩間光雄

芳子、砂長谷和子、小島邦夫、三育フーズ㈱、黒川文雄、渡邊邦男、小島邦夫、笹原幸子、

高田ミネ、若松台ふれあい広場、若松台幼稚園田中信行、オカリナ若葉、豊田知子、 

野園子、小島千恵子、杉山公弥子、赤間美恵子、荒行子、鈴木喜恵子、

～敬称略、順不同～

） 

簡単ではございますが、この紙面にてご紹介させていただきますと共に、いつもシャローム若葉を

お支え頂いている事に感謝させて頂きたいと思います。誠にありがとうございました。 

                                                                          

汗ばむ初夏の様相に変わってきま
体調を崩しやすくなります

編集・発行 広報委員会

-4850 
-4868 

（福祉用具） 

まで開催中です！
ってみませんか？話してみる事で気が楽になる事もあ

に開催予定です。 

現在満床ではありますが、本入居の為には入居受付が必要となりま
す。いつでも受け付けておりますので、ご連絡下さい。

-5119（共通）

（訪問・居宅共通

バザー行き送迎車時刻表 
小倉台中央自治会館・

ラパーク千城台方面

小倉中央自治会館前 
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野園子、小島千恵子、杉山公弥子、赤間美恵子、荒行子、鈴木喜恵子、 

～敬称略、順不同～ 

簡単ではございますが、この紙面にてご紹介させていただきますと共に、いつもシャローム若葉を

                                                                          

汗ばむ初夏の様相に変わってきま
体調を崩しやすくなりますの

広報委員会 
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ってみませんか？話してみる事で気が楽になる事もあ

現在満床ではありますが、本入居の為には入居受付が必要となりま
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地域

 
ては、こうして表紙で何かを書くのは「どうし
たものか」と考えて込んでしまいます。
 
の主任が書いて下さる文章をコピーして貼り付
けるだけですので、私が頭を捻るのはレイアウ
トや色使い等でしたが、文章自体も考える事と
なりますと必然的に
 
 
ラムへの書く内容）は、「言葉（遣い）」とい
うテーマで書きたいと思います。
 
訪問入浴等で勤務しておりました。その経験の
実感として残っているものは、たった一つの言
葉で相手を不快にさせ、たった一つの言葉で相
手に感謝される事があるという事です。
 
一番大事なの
ては、
自身が放った「言葉」に対して、ご利用者の反
応を見ることが出来、その反応に対しフォロー
を入れたり説明を加えたり、釈明したり、謝罪
する事も可能です。

毎年値付のボランティア

ありがとうございます！

                                                                          

地域と福祉

 いつも「こんにちは」を作成している身とし
ては、こうして表紙で何かを書くのは「どうし
たものか」と考えて込んでしまいます。
 いつもの１ページ目ですと施設長や他事業所
の主任が書いて下さる文章をコピーして貼り付
けるだけですので、私が頭を捻るのはレイアウ
トや色使い等でしたが、文章自体も考える事と
なりますと必然的に
 
 そんな中で頭を捻り
ラムへの書く内容）は、「言葉（遣い）」とい
うテーマで書きたいと思います。
 私は総務にて勤務する以前はデイサービスや
訪問入浴等で勤務しておりました。その経験の
実感として残っているものは、たった一つの言
葉で相手を不快にさせ、たった一つの言葉で相
手に感謝される事があるという事です。
 当然、ご利用者に不快な思いをさせないのが
一番大事なの
ては、言葉を放つ対象の相手が目の前にいて、
自身が放った「言葉」に対して、ご利用者の反
応を見ることが出来、その反応に対しフォロー
を入れたり説明を加えたり、釈明したり、謝罪
する事も可能です。

いのちを敬い

 
毎年値付のボランティア

ありがとうございます！

                                                                          

福祉のあん

いつも「こんにちは」を作成している身とし
ては、こうして表紙で何かを書くのは「どうし
たものか」と考えて込んでしまいます。

いつもの１ページ目ですと施設長や他事業所
の主任が書いて下さる文章をコピーして貼り付
けるだけですので、私が頭を捻るのはレイアウ
トや色使い等でしたが、文章自体も考える事と
なりますと必然的に業務量が

そんな中で頭を捻り、
ラムへの書く内容）は、「言葉（遣い）」とい
うテーマで書きたいと思います。

私は総務にて勤務する以前はデイサービスや
訪問入浴等で勤務しておりました。その経験の
実感として残っているものは、たった一つの言
葉で相手を不快にさせ、たった一つの言葉で相
手に感謝される事があるという事です。

当然、ご利用者に不快な思いをさせないのが
一番大事なのではありますが、介護現場

言葉を放つ対象の相手が目の前にいて、
自身が放った「言葉」に対して、ご利用者の反
応を見ることが出来、その反応に対しフォロー
を入れたり説明を加えたり、釈明したり、謝罪
する事も可能です。 

いのちを敬い いのちを愛し

毎年値付のボランティア 

ありがとうございます！ 

                                                                          

あんし

いつも「こんにちは」を作成している身とし
ては、こうして表紙で何かを書くのは「どうし
たものか」と考えて込んでしまいます。
いつもの１ページ目ですと施設長や他事業所

の主任が書いて下さる文章をコピーして貼り付
けるだけですので、私が頭を捻るのはレイアウ
トや色使い等でしたが、文章自体も考える事と

業務量が増えます。

、出した今回の答え（コ
ラムへの書く内容）は、「言葉（遣い）」とい
うテーマで書きたいと思います。 
私は総務にて勤務する以前はデイサービスや

訪問入浴等で勤務しておりました。その経験の
実感として残っているものは、たった一つの言
葉で相手を不快にさせ、たった一つの言葉で相
手に感謝される事があるという事です。
当然、ご利用者に不快な思いをさせないのが

ではありますが、介護現場
言葉を放つ対象の相手が目の前にいて、

自身が放った「言葉」に対して、ご利用者の反
応を見ることが出来、その反応に対しフォロー
を入れたり説明を加えたり、釈明したり、謝罪

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

 

 

                                                                          

しん懸け

いつも「こんにちは」を作成している身とし
ては、こうして表紙で何かを書くのは「どうし
たものか」と考えて込んでしまいます。 
いつもの１ページ目ですと施設長や他事業所

の主任が書いて下さる文章をコピーして貼り付
けるだけですので、私が頭を捻るのはレイアウ
トや色使い等でしたが、文章自体も考える事と

増えます。 

出した今回の答え（コ
ラムへの書く内容）は、「言葉（遣い）」とい

 
私は総務にて勤務する以前はデイサービスや

訪問入浴等で勤務しておりました。その経験の
実感として残っているものは、たった一つの言
葉で相手を不快にさせ、たった一つの言葉で相
手に感謝される事があるという事です。 
当然、ご利用者に不快な思いをさせないのが

ではありますが、介護現場におい
言葉を放つ対象の相手が目の前にいて、

自身が放った「言葉」に対して、ご利用者の反
応を見ることが出来、その反応に対しフォロー
を入れたり説明を加えたり、釈明したり、謝罪

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

                                                                           

け橋 
いつも「こんにちは」を作成している身とし

ては、こうして表紙で何かを書くのは「どうし

いつもの１ページ目ですと施設長や他事業所
の主任が書いて下さる文章をコピーして貼り付
けるだけですので、私が頭を捻るのはレイアウ
トや色使い等でしたが、文章自体も考える事と

出した今回の答え（コ
ラムへの書く内容）は、「言葉（遣い）」とい

私は総務にて勤務する以前はデイサービスや
訪問入浴等で勤務しておりました。その経験の
実感として残っているものは、たった一つの言
葉で相手を不快にさせ、たった一つの言葉で相

当然、ご利用者に不快な思いをさせないのが
におい

言葉を放つ対象の相手が目の前にいて、
自身が放った「言葉」に対して、ご利用者の反
応を見ることが出来、その反応に対しフォロー
を入れたり説明を加えたり、釈明したり、謝罪

 ですが、「広報誌こんにちは」は一度発行さ
れてしまうと
葉」に対して、タイムリーに反応を
はありませんし、
そう多く
（叱咤・激励
 もちろん
回お話頂けるご利用者もおられ、
面作りの参考
 
 私たちは「こんにちは」という「言葉」を毎
月発しています。その言葉に間違えが無いか？
相手を不快にしないか？喜んでもらえるか？
等、広報委員として「言葉」を発し続ける限
り、細心の注意を払って作成していく必要があ
ると思っています。
 １年半前に現場職員から総務に
が、現場当時と同じよう
「慎始敬終（しんしけいしゅう）」に努めたい
と思います。
 あれ？
先月号でしたっけ？

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

シャローム若葉

 

ですが、「広報誌こんにちは」は一度発行さ
れてしまうと、
葉」に対して、タイムリーに反応を
はありませんし、
そう多くはありません。
（叱咤・激励等
もちろんありがたいことに、

回お話頂けるご利用者もおられ、
面作りの参考に

私たちは「こんにちは」という「言葉」を毎
発しています。その言葉に間違えが無いか？

相手を不快にしないか？喜んでもらえるか？
等、広報委員として「言葉」を発し続ける限
り、細心の注意を払って作成していく必要があ
ると思っています。
１年半前に現場職員から総務に

が、現場当時と同じよう
「慎始敬終（しんしけいしゅう）」に努めたい
と思います。 
あれ？？四字熟語特集は

先月号でしたっけ？

http://www.shalomwakaba.com
いのちに仕えることによって 神の愛の実現に奉仕する

シャローム若葉

 総務課長 

２週間後

 

 

ですが、「広報誌こんにちは」は一度発行さ
、皆様のご自宅に届く

葉」に対して、タイムリーに反応を
はありませんし、電話等でお声を

ありません。 
等いつでも受付ております！）

ありがたいことに、
回お話頂けるご利用者もおられ、

にさせていただいております。

私たちは「こんにちは」という「言葉」を毎
発しています。その言葉に間違えが無いか？

相手を不快にしないか？喜んでもらえるか？
等、広報委員として「言葉」を発し続ける限
り、細心の注意を払って作成していく必要があ
ると思っています。 
１年半前に現場職員から総務に

が、現場当時と同じように「言葉遣い」には
「慎始敬終（しんしけいしゅう）」に努めたい

 
四字熟語特集は

先月号でしたっけ？ 

http://www.shalomwakaba.com 
神の愛の実現に奉仕する

シャローム若葉 
 永島 慎志

２週間後・・・

ですが、「広報誌こんにちは」は一度発行さ
皆様のご自宅に届く

葉」に対して、タイムリーに反応を
電話等でお声を頂けることは

 
いつでも受付ております！）

ありがたいことに、読んだ感想を毎
回お話頂けるご利用者もおられ、次号以降の紙

させていただいております。

私たちは「こんにちは」という「言葉」を毎
発しています。その言葉に間違えが無いか？

相手を不快にしないか？喜んでもらえるか？
等、広報委員として「言葉」を発し続ける限
り、細心の注意を払って作成していく必要があ

１年半前に現場職員から総務に異動しました
に「言葉遣い」には

「慎始敬終（しんしけいしゅう）」に努めたい

四字熟語特集は 
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ですが、「広報誌こんにちは」は一度発行さ
皆様のご自宅に届くその「言

葉」に対して、タイムリーに反応を見れる訳で
頂けることは

いつでも受付ております！） 
読んだ感想を毎

次号以降の紙
させていただいております。 

私たちは「こんにちは」という「言葉」を毎
発しています。その言葉に間違えが無いか？

相手を不快にしないか？喜んでもらえるか？
等、広報委員として「言葉」を発し続ける限
り、細心の注意を払って作成していく必要があ

異動しました
に「言葉遣い」には

「慎始敬終（しんしけいしゅう）」に努めたい
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三育ライフ介護３原則

第２デイサービスでは、膝の負担

を軽減し、正しい姿勢で安定した

歩行が出来るポールウォーキング

を行っています。一度体験してみ

てくださいね！

介護３原則 １．

第２デイサービスでは、膝の負担

を軽減し、正しい姿勢で安定した

歩行が出来るポールウォーキング

を行っています。一度体験してみ

てくださいね！

シャローム

１．知識に基づく

第２デイサービスでは、膝の負担

を軽減し、正しい姿勢で安定した

歩行が出来るポールウォーキング

を行っています。一度体験してみ

てくださいね！ 

シャローム

知識に基づく「正確」な介護

第２デイサービスでは、膝の負担

を軽減し、正しい姿勢で安定した

歩行が出来るポールウォーキング

を行っています。一度体験してみ

シャローム

な介護 ２．愛の心からの「誠実

シャローム若葉一言掲示板

からの「誠実」

若葉一言掲示板

」な介護 ３．健康な

若葉一言掲示板

第２デイ

訪問介護

健康な精神で「清潔

若葉一言掲示板 

第２デイ 

訪問介護 

生活支援 

コーディネーター

で「清潔」な介護 

福祉用具 

第１居宅 

コーディネーター 

 

 

 

 

 学生からシャローム若葉虹の家の

職員として勤務を始めて

ました。

 私がこの

た所は時間の管理です。なぜ時間管

理が難しく感じたのかと言います

と、学生時代は時間的な余裕があ

り、

で「ある一つの物事を終わらせる」

「この業務を優先的に行う」という

行動が、こうして働くまでは未経験

なものであったからだと考えていま

す。

 ですが、この時間管理は、業務の

上では非常に大切だと感じていま

す。

ご入居者の生活を見守る私たちの

仕事

うと皆様の生活リズムを

まいま

 例えばいつもはベッドで寝ている

時間なのにベッド以外の慣れない環

境にいると言うことは、いつも休む

時間に休めないという事であり、こ

れが長く続くとご利用者の体調不良

等に繋がると思うからです。

 
 千城台北駅から

ここは、ボックス席が

23 時までとなっています。

 小倉町店は、車いすでも入れるボックス席が

持ち込んでミキサー食にして食事を楽しむ事も出来ます。

 先日、虹の家の皆さんが外食するにあたり、お寿司を食べたいという事になり、店長さんにハンドミキ

サーの持ち込みについて問い合わせさせて頂きました。

  

 早速、本部の方に問い合わせて頂き気

持ちよく電源の確保やミキサー音につい

てもご協力頂き、全員がお寿司に舌鼓を

打ちながら楽しい昼食を頂くことが出来

ました。

 事前予約にも応じて頂けますので、安

心してご利用いただけます。若葉区にこ

ういうお店があるのは本当に嬉しい事で

すね♪

いつでも見学できます。いつでも

学生からシャローム若葉虹の家の

職員として勤務を始めて

ました。 

私がこの 1 年の中で難しいと感じ

た所は時間の管理です。なぜ時間管

理が難しく感じたのかと言います

と、学生時代は時間的な余裕があ

り、1 日の中で決められた時間の中

で「ある一つの物事を終わらせる」

「この業務を優先的に行う」という

行動が、こうして働くまでは未経験

なものであったからだと考えていま

す。 

ですが、この時間管理は、業務の

上では非常に大切だと感じていま

す。 

ご入居者の生活を見守る私たちの

仕事では時間を大幅に超過してしま

うと皆様の生活リズムを

まいます。 

例えばいつもはベッドで寝ている

時間なのにベッド以外の慣れない環

境にいると言うことは、いつも休む

時間に休めないという事であり、こ

れが長く続くとご利用者の体調不良

等に繋がると思うからです。

小

千城台北駅から

ここは、ボックス席が

時までとなっています。

小倉町店は、車いすでも入れるボックス席が

持ち込んでミキサー食にして食事を楽しむ事も出来ます。

先日、虹の家の皆さんが外食するにあたり、お寿司を食べたいという事になり、店長さんにハンドミキ

サーの持ち込みについて問い合わせさせて頂きました。

 

早速、本部の方に問い合わせて頂き気

持ちよく電源の確保やミキサー音につい

てもご協力頂き、全員がお寿司に舌鼓を

打ちながら楽しい昼食を頂くことが出来

ました。 

事前予約にも応じて頂けますので、安

心してご利用いただけます。若葉区にこ

ういうお店があるのは本当に嬉しい事で

すね♪ 

見学できます。いつでも

学生からシャローム若葉虹の家の

職員として勤務を始めて 1

年の中で難しいと感じ

た所は時間の管理です。なぜ時間管

理が難しく感じたのかと言います

と、学生時代は時間的な余裕があ

日の中で決められた時間の中

で「ある一つの物事を終わらせる」

「この業務を優先的に行う」という

行動が、こうして働くまでは未経験

なものであったからだと考えていま

ですが、この時間管理は、業務の

上では非常に大切だと感じていま

ご入居者の生活を見守る私たちの

では時間を大幅に超過してしま

うと皆様の生活リズムを狂わせてし

例えばいつもはベッドで寝ている

時間なのにベッド以外の慣れない環

境にいると言うことは、いつも休む

時間に休めないという事であり、こ

れが長く続くとご利用者の体調不良

等に繋がると思うからです。
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千城台北駅から 694m、しょいかーごの向い側にある「はま寿司」さんにお邪魔しました。

ここは、ボックス席が 30、カウンター席が

時までとなっています。
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できておらず、私の不馴れな介護

術も相成り、その結果、時間管理の

厳しさに繋がっているのではと思い

ます。

 しかしこれらの事はご利用者を深

く知ること、そして経験を積むこ

と、先輩からのアドバイス等を頂く

ことによって、ご利用者の為の、会

社の為の、自分の為の時間感覚を作

り上げて

す。 

 今こうして

難しいものだと実感しています

御迷惑をお掛けする事となるかと

思いますが、

てシャローム若葉で働く先輩の

方々。これからも宜しくお願いし
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