
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【編集後記】
「暑すぎて
水分はこまめに摂りましょう！塩分も合わせて摂って今年のこの暑い夏を一緒に乗り切りましょう！

『野鳥だいすき！
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 先月号にてご案内させて頂きました虹

の家の家族交流会が７月２３日（日）に

行われました。

 天候にも恵まれ

を楽しみ

のひとときが持たれました。
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【編集後記】 
「暑すぎて 意識もうろう
水分はこまめに摂りましょう！塩分も合わせて摂って今年のこの暑い夏を一緒に乗り切りましょう！

写真展

野鳥だいすき！

四街道写真倶楽部

：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/

先月号にてご案内させて頂きました虹

の家の家族交流会が７月２３日（日）に

行われました。

天候にも恵まれ

楽しみ、入居者と

のひとときが持たれました。

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、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

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、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

                                                                          

意識もうろう 熱中症」
水分はこまめに摂りましょう！塩分も合わせて摂って今年のこの暑い夏を一緒に乗り切りましょう！

写真展 

野鳥だいすき！』

四街道写真倶楽部

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/

先月号にてご案内させて頂きました虹

の家の家族交流会が７月２３日（日）に

行われました。 
天候にも恵まれお昼には流しそうめん

入居者とご家族の素敵な交流

のひとときが持たれました。

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なりますの
で、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

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、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

                                                                          

熱中症」 ・・・・にならないようにご注意を！
水分はこまめに摂りましょう！塩分も合わせて摂って今年のこの暑い夏を一緒に乗り切りましょう！

』 

四街道写真倶楽部 

シャローム
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千葉市
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永島慎志 
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先月号にてご案内させて頂きました虹

の家の家族交流会が７月２３日（日）に

お昼には流しそうめん

ご家族の素敵な交流

のひとときが持たれました。 

空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なりますの
で、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

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、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

シャローム若葉　　各サービス空き情報

                                                                          

・・・・にならないようにご注意を！
水分はこまめに摂りましょう！塩分も合わせて摂って今年のこの暑い夏を一緒に乗り切りましょう！

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
 生活支援コーディネーター
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：043-214

虹の家家族会開催！

先月号にてご案内させて頂きました虹

の家の家族交流会が７月２３日（日）に

お昼には流しそうめん

ご家族の素敵な交流

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、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

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、ご相談頂ければ対応させて頂きます。

シャローム若葉　　各サービス空き情報

                                                                          

・・・・にならないようにご注意を！
水分はこまめに摂りましょう！塩分も合わせて摂って今年のこの暑い夏を一緒に乗り切りましょう！

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 

コーディネーター 
若葉 若松 

デイサービスセンター 
グループホーム虹の家   

 
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

虹の家家族会開催！

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
訪問介護

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
虹の家

シャローム若葉　　各サービス空き情報

                                                                          

・・・・にならないようにご注意を！ 
水分はこまめに摂りましょう！塩分も合わせて摂って今年のこの暑い夏を一緒に乗り切りましょう！

「こんにちは」

 TEL：043-234

 TEL：043-308

 TEL：043-235
   TEL：043-235

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

TEL：043-308

虹の家家族会開催！

訪問介護
（月）△　（火）〇　（水）◎　（木）〇　（金）〇
ご希望に副える様対応させていただきます。

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

                                                                          

～家族の会サロンより～

 

３木曜日に若松事業所ふれ

あいサロン
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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

今後の開催日程

 

水分はこまめに摂りましょう！塩分も合わせて摂って今年のこの暑い夏を一緒に乗り切りましょう！

「こんにちは」 2017 年 8

234-5111 

308-3020 

235-4866 FAX
235-4867 FAX
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214-8787 

308-8588 FAX

FAX：043

虹の家家族会開催！ 

（月）△　（火）〇　（水）◎　（木）〇　（金）〇
ご希望に副える様対応させていただきます。

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。

シャローム若葉　　各サービス空き情報

                                                                          

～家族の会サロンより～

 家族の会サロンは

３木曜日に若松事業所ふれ

あいサロンにて

15：00 まで

 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

今後の開催日程

 ８月１７日

水分はこまめに摂りましょう！塩分も合わせて摂って今年のこの暑い夏を一緒に乗り切りましょう！（N

8 月号 編集・発行
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043-234-8412（

FAX：043-234-

043-234-8411（

 今月

です。躍動感が大変素

晴らしい写真が展示さ

れています。

 若松事業所に、足を

運んで頂き、是非実物

をご覧

思います。

（月）△　（火）〇　（水）◎　（木）〇　（金）〇
ご希望に副える様対応させていただきます。

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。

                                                                          

～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

にて 13：30

まで開催中です！

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。 

今後の開催日程 

８月１７日 ９月２１日

N） 

編集・発行 広報委員会

-4850 
-4868 

（福祉用具） 

-5119（共通）

（訪問・居宅共通

今月は野鳥の写真展

です。躍動感が大変素

晴らしい写真が展示さ

れています。 
若松事業所に、足を

運んで頂き、是非実物

をご覧いただけたらと

思います。 

（月）△　（火）〇　（水）◎　（木）〇　（金）〇
ご希望に副える様対応させていただきます。

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。
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安を、私たちと共に話しあ
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る事で気が楽になる事もあ

９月２１日 

広報委員会 

 

） 

居宅共通） 

は野鳥の写真展

です。躍動感が大変素

晴らしい写真が展示さ

若松事業所に、足を

運んで頂き、是非実物

いただけたらと

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。

                                                                          

地域

 
湿度が高く寝苦しい夜が続いています。
 
しまい、疲れが取れない日々が続いています。
皆さんは体調を崩したりしていないでしょう
か？
 
１日（金）と二日間、暑さを吹き飛ばす「納涼
会」を行いました。
 
なで輪になって盆踊り。踊った後は夜店風にス
ーパーボールすくいや輪投げに射的。皆様欲し
い景品に狙いを定めて上手に景品をゲットして
いらっしゃいました。
 
部屋に移り、たこ焼きとチョコバナナで屋台気
分を満
だきました。雰囲気で食が進んだのか美味しか
ったのか、おかわり続出でたこ焼きコーナーに
は行列ができていました。
 
省点も踏まえ今年はどんな納涼会にしようか？
仕事が終わってから毎日の様に職員みんなで
色々な意見を出し合いました。

                                                                          

地域と福祉

 夏本番到来かと思ったら梅雨戻りとの事で、
湿度が高く寝苦しい夜が続いています。
 私は眠りについても暑さで夜中に目が覚めて
しまい、疲れが取れない日々が続いています。
皆さんは体調を崩したりしていないでしょう
か？ 
 第二デイサービスでは７月２０日（木）、２
１日（金）と二日間、暑さを吹き飛ばす「納涼
会」を行いました。
 ご利用者、ボランティアの皆様、職員、みん
なで輪になって盆踊り。踊った後は夜店風にス
ーパーボールすくいや輪投げに射的。皆様欲し
い景品に狙いを定めて上手に景品をゲットして
いらっしゃいました。
 夜店で遊んだ後はうっすらと暗くなった隣の
部屋に移り、たこ焼きとチョコバナナで屋台気
分を満喫しながらのおやつを召し上がっていた
だきました。雰囲気で食が進んだのか美味しか
ったのか、おかわり続出でたこ焼きコーナーに
は行列ができていました。
 納涼会は毎年行われていますが、今までの反
省点も踏まえ今年はどんな納涼会にしようか？
仕事が終わってから毎日の様に職員みんなで
色々な意見を出し合いました。

いのちを敬い

第１＆第２デイ

                                                                          

福祉のあん

夏本番到来かと思ったら梅雨戻りとの事で、
湿度が高く寝苦しい夜が続いています。

私は眠りについても暑さで夜中に目が覚めて
しまい、疲れが取れない日々が続いています。
皆さんは体調を崩したりしていないでしょう

第二デイサービスでは７月２０日（木）、２
１日（金）と二日間、暑さを吹き飛ばす「納涼
会」を行いました。 

ご利用者、ボランティアの皆様、職員、みん
なで輪になって盆踊り。踊った後は夜店風にス
ーパーボールすくいや輪投げに射的。皆様欲し
い景品に狙いを定めて上手に景品をゲットして
いらっしゃいました。 

夜店で遊んだ後はうっすらと暗くなった隣の
部屋に移り、たこ焼きとチョコバナナで屋台気

喫しながらのおやつを召し上がっていた
だきました。雰囲気で食が進んだのか美味しか
ったのか、おかわり続出でたこ焼きコーナーに
は行列ができていました。

納涼会は毎年行われていますが、今までの反
省点も踏まえ今年はどんな納涼会にしようか？
仕事が終わってから毎日の様に職員みんなで
色々な意見を出し合いました。

いのちを敬い いのちを愛し

第１＆第２デイの納涼祭

                                                                          

あんし

夏本番到来かと思ったら梅雨戻りとの事で、
湿度が高く寝苦しい夜が続いています。

私は眠りについても暑さで夜中に目が覚めて
しまい、疲れが取れない日々が続いています。
皆さんは体調を崩したりしていないでしょう

第二デイサービスでは７月２０日（木）、２
１日（金）と二日間、暑さを吹き飛ばす「納涼

ご利用者、ボランティアの皆様、職員、みん
なで輪になって盆踊り。踊った後は夜店風にス
ーパーボールすくいや輪投げに射的。皆様欲し
い景品に狙いを定めて上手に景品をゲットして

 
夜店で遊んだ後はうっすらと暗くなった隣の

部屋に移り、たこ焼きとチョコバナナで屋台気
喫しながらのおやつを召し上がっていた

だきました。雰囲気で食が進んだのか美味しか
ったのか、おかわり続出でたこ焼きコーナーに
は行列ができていました。 

納涼会は毎年行われていますが、今までの反
省点も踏まえ今年はどんな納涼会にしようか？
仕事が終わってから毎日の様に職員みんなで
色々な意見を出し合いました。 

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

の納涼祭 

                                                                          

しん懸け

夏本番到来かと思ったら梅雨戻りとの事で、
湿度が高く寝苦しい夜が続いています。 
私は眠りについても暑さで夜中に目が覚めて

しまい、疲れが取れない日々が続いています。
皆さんは体調を崩したりしていないでしょう

第二デイサービスでは７月２０日（木）、２
１日（金）と二日間、暑さを吹き飛ばす「納涼

ご利用者、ボランティアの皆様、職員、みん
なで輪になって盆踊り。踊った後は夜店風にス
ーパーボールすくいや輪投げに射的。皆様欲し
い景品に狙いを定めて上手に景品をゲットして

夜店で遊んだ後はうっすらと暗くなった隣の
部屋に移り、たこ焼きとチョコバナナで屋台気

喫しながらのおやつを召し上がっていた
だきました。雰囲気で食が進んだのか美味しか
ったのか、おかわり続出でたこ焼きコーナーに

納涼会は毎年行われていますが、今までの反
省点も踏まえ今年はどんな納涼会にしようか？
仕事が終わってから毎日の様に職員みんなで

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

 

                                                                           

け橋 
夏本番到来かと思ったら梅雨戻りとの事で、

私は眠りについても暑さで夜中に目が覚めて
しまい、疲れが取れない日々が続いています。

第二デイサービスでは７月２０日（木）、２
１日（金）と二日間、暑さを吹き飛ばす「納涼

ご利用者、ボランティアの皆様、職員、みん
なで輪になって盆踊り。踊った後は夜店風にス
ーパーボールすくいや輪投げに射的。皆様欲し
い景品に狙いを定めて上手に景品をゲットして

夜店で遊んだ後はうっすらと暗くなった隣の
部屋に移り、たこ焼きとチョコバナナで屋台気

喫しながらのおやつを召し上がっていた
だきました。雰囲気で食が進んだのか美味しか
ったのか、おかわり続出でたこ焼きコーナーに

納涼会は毎年行われていますが、今までの反
省点も踏まえ今年はどんな納涼会にしようか？

 そして、山本課長を先頭に他部署の職員の
方々やボランティアの皆様、たくさんの方々に
ご協力いただき、みんなで作り上げた納涼会で
した。
 ご利用者からは「今までで一番楽しかっ
た！」「たこ焼きを久しぶりに食べて美味しか
った」等のお声をいただきました。お昼に何を
食べたかは忘れてしまったけれど、たこ焼きを
食べた事はちゃんと覚えていてくれました。
 今年は近隣の方々にも納涼会に参加していた
だける様お声かけをし、子供さん２人とご家族
が来て下さいました。子どもたちにも楽しんで
いただき、地域交流もできて良かったと思いま
す。
 来年も「今までで一番楽
しかった！」と言っていた
だけるように、更にパワー
アップした納涼会に皆様を
ご招待したいと思います。
楽しみにしていて下さい。

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

そして、山本課長を先頭に他部署の職員の
方々やボランティアの皆様、たくさんの方々に
ご協力いただき、みんなで作り上げた納涼会で
した。 
ご利用者からは「今までで一番楽しかっ

た！」「たこ焼きを久しぶりに食べて美味しか
った」等のお声をいただきました。お昼に何を
食べたかは忘れてしまったけれど、たこ焼きを
食べた事はちゃんと覚えていてくれました。
今年は近隣の方々にも納涼会に参加していた

だける様お声かけをし、子供さん２人とご家族
が来て下さいました。子どもたちにも楽しんで
いただき、地域交流もできて良かったと思いま
す。 
来年も「今までで一番楽

しかった！」と言っていた
だけるように、更にパワー
アップした納涼会に皆様を
ご招待したいと思います。
楽しみにしていて下さい。

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

 

 

そして、山本課長を先頭に他部署の職員の
方々やボランティアの皆様、たくさんの方々に
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三育ライフ介護３原則

いきいき活動マップ・生活支援サ

ービス活用ガイドの更新に向かっ

て、新しい情報を探しています。

ご存知の情報がありましたら教え

てください！ご協力お願いします
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えてください。
Ａ 
ご利用者に発表する。
メニューでわからない漢字があると読み方をご利
用者に聞いて、みんなに聞こえる様に大きな声で発
表しています。
ご利用者に昼食時のお茶やおしぼりを出したり、
食事の配膳をする。
ご利用者の名前と食札を確認しながら間違えない
ように慎重に配膳しています。
書道で使用したすずりや筆を洗う。
絵手紙で使用した筆やパレット等を洗
った後は、几帳面に並べてくれます

若松事業所とライフハウスを
っています。
主な
・窓ふき、床掃除、エアコン、換気扇
・施設内外清掃
1つ

写真じゃ分かりづらいですが

セロハンを貼っています

いつでも見学できます。いつでも

西田君の

 デイサービスでの仕事の内容と仕事の様子を教
えてください。
 昼食のメニューをホワイトボードに書き出し、
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ように慎重に配膳しています。
書道で使用したすずりや筆を洗う。
絵手紙で使用した筆やパレット等を洗
った後は、几帳面に並べてくれます
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った後は、几帳面に並べてくれます 

～シャローム
桜木事業所、若松事業所ともに趣向の凝らした納涼祭が行われました！
 表紙を含めて
が、納涼祭当日は、山本課長が照明
囲気作りに尽力していました。
 イベントにはスーパーボールすくいや射的が行われ、食べ物（出店？）も
たこ焼きやチョコバナナ、ビール！ではなく、リンゴジュー
ーなども用意され、皆様お祭りの雰囲気を楽しまれていた様でした。
 当日は踊りに来て下さった方々や地域からのご参加も有り、大変賑やかな
納涼祭となりました。ご協力誠にありがとうございました！

（回答者 管理部門営繕
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中心に清掃業務を行

←一見ビール！？
実はリンゴゼリーで、
ップを
用者やスタッフも！

昨年に続き屋台を任され
た山本課長。
影の功労者で陰のお祭り
男です。

とはヘブライ語で平和、平安を意味します。

若葉の納涼祭
桜木事業所、若松事業所ともに趣向の凝らした納涼祭が行われました！

写真が黄色いと思われた方もおられるかもしれません
、納涼祭当日は、山本課長が照明に黄色いセロハンを貼って、お祭りの雰

囲気作りに尽力していました。 
イベントにはスーパーボールすくいや射的が行われ、食べ物（出店？）も

たこ焼きやチョコバナナ、ビール！ではなく、リンゴジュー
ーなども用意され、皆様お祭りの雰囲気を楽しまれていた様でした。
当日は踊りに来て下さった方々や地域からのご参加も有り、大変賑やかな
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西田君への
Ｑ１ シャロームで勤めてよかったことは？
Ａ１心の温かい職員の皆さんと
ることがうれしいです。
ご利用者もみないい人ばかりで、シャローム
で勤めてとても良かったと感謝しています。
 

Ｑ２ 仕事で気を付けていることは？
Ａ２ どんな状況でも
 

Ｑ３ お休みの日は何をしていますか？
家でゆっくりとテレビや映画を見たり、
出かけたり、友人と遊んだりしています。
 またバスケットボールチームで全国大会を目
指してトレーニングに励んでいます。

ご利用者からみた西田君
・感じがいい。・優しい。
・気さく。・いい青年。
・みんなによく話しかけてくれる。
・暑い中頑張って草取りをしてくれている。
具合が悪くならないように頑張って。
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で勤めてとても良かったと感謝しています。

仕事で気を付けていることは？ 
笑顔を忘れないこと。

お休みの日は何をしていますか？ 
家でゆっくりとテレビや映画を見たり、家族と
出かけたり、友人と遊んだりしています。 
またバスケットボールチームで全国大会を目
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