シャローム若葉研究発表 2018 開催
今年も研究発表の時期がやってきました。
例年行っている事業所から昨年４月から開設した「第２居宅介護支援事業」、本年４月より開設致しました
「放課後等デイサービス」も初の研究発表を行います。
シャローム若葉がこの介護の世界をどのように考えて、どのような施設でありたいのか、またどのような
事をしているのかを知って頂ける機会でもあります。
どなたでもご観覧頂けますので是非会場にてご覧になって見て下さい。座席数には限りがございますの
で、お手数ではございますが、一度お電話にてお問い合わせの上、お申込みください。
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～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 13：
30～15：00 まで開催中です！
今後の開催日
10 月 18 日、11 月 15 日

各サービス空き情報

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。

訪問介護

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。

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。随時受け付けておりますので、ご連絡下さい。

野鳥写真展
四街道写真
倶楽部様
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（月）△ （火）△ （水）△ （木）△ （金）△
ご希望に副える様対応させていただきます。

ボランティア感謝の集いはここ数年で最多のご参加でした。
お忙しい所足をお運び頂きありがとうございました！

地域と福祉のあんしん懸け橋

シャローム若葉 桜木本部
第１デイサービスセンター TEL：043-234-5111
第２居宅介護支援事業所
TEL：043-308-8588 FAX：043-234-5119（共通）
シャローム若葉 若松
第２デイサービスセンター TEL：043-235-4866 FAX：043-235-4850
若葉放課後等デイサービス TEL：043-235-4865
（第 2 デイ・放課後等デイ共通）
グループホーム虹の家
TEL：043-235-4867 FAX：043-235-4868
ライフハウス
居宅介護支援事業所 TEL：043-214-3450
訪問介護事業所
TEL：043-214-5567 FAX：043-234-8411（訪問・居宅共通）
福祉用具貸与事業所 TEL：043-309-8598 FAX：043-234-8412（福祉用具）
千葉市あんしんケアセンター 桜木
TEL：043-214-1841
FAX：043-214-8787

【編集後記】 １０月に入って、ようやく秋らしくなりましたね。一日の内での寒暖の差も強くなってきて、日中には不要
な上着も夜には必要がある時期にもなってきました。秋は行楽のシーズンで紅葉等もこれから最盛期を迎えます。お
0…
出かけの際には寒さ対策を万全にして、「万病の元」にはかからないように過ごしましょう！
（N.S）
シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2018 年 10 月号 編集・発行 広報委員会

シャローム若葉には様々な委員会がありますが
その中にあります「地域交流委員会」は 5 月の第 3
日曜日行う『ふれあいバザー』、7 月に行う『偲ぶ
会』,10 月の第 1 日曜日に行う『ボランティア感謝
のつどい』の実行組織として活動をしています。
つい先日も 10 月 7 日にボランティア感謝のつどい
を開催いたしました。
ボランティアと聞くと「どの様な事をしている
のだろう？」と思う方もおられると思います。シ
ャローム若葉でボランティアさんがどの様な活動
をしているのか、そして『ボランティア感謝のつ
どい』の様子についてご紹介をさせて頂きます。
事業所のなかでも多くのボランティアさんと関
わりがあるのがデイサービスや虹の家ではないで
しょうか。入浴後のドライヤー、お茶出し、傾
聴、配膳や下膳などたくさんの事をお手伝いして
下さり職員はとてもありがたく感じています。傾
聴ボランティアさんは職員とは違う目線で話を聴
いて下さりご利用者の中には「お話が出来るのが
楽しみ！」という方もおられます。
誕生会や行事では歌や踊り、音楽などの出し物
を披露していただいたり、クリスマス会や七夕に

は幼稚園の園児が来訪する事もあります。ご利用
者も一緒に歌ったり・踊ったりされ大変喜ばれて
います。
5 月のふれあいバザーでは下は小学生から上は
80 歳台まで老若男女 59 名のボランティアさんが売
り子として協力をして下さいました。バザーはボ
ランティアさんがいなければ開催できないと言っ
ても過言ではありません。
シャローム若葉にとって「ボランティアさん」
はとても大切な存在であり『大きな力』だと感じ
ています。そんなボランティアさん達に感謝を込
めてお礼をしたいと始めたのが『ボランティア感
謝のつどい』です。今年は 74 名の方に出席をして
いただき沢山の笑顔を見ることが出来て嬉しかっ
たです。今月の「こんにちは」ではその様子の写
真がたくさん載っているますのでご覧いただけれ
ばと思います。
これからもシャローム若葉が地域に根ざし、地
域の方、ボランティアの方に愛され楽しんでいた
だけるような施設でありたいと思います。
シャローム若葉
地域交流委員長 小野

裕美

10 月 7 日シャローム若葉ボランティア感謝の集いが開催さ
れ、今年は 74 名という多数の方のご出席を頂きました。
ご多忙の折足を運んで頂きまして誠にありがとうございます。
日頃シャローム若葉において様々な形でご協力頂いているボラ
ンティアの皆様に少しでも感謝の意を表せたらと始まった行事で
すが、本年も無事に終えることが出来ました。
短い時間ではありましたが、皆様に喜んで頂けるようスタッフ
も色々と考えながらプログラムを作成させて頂きました。
来年も皆様に楽しんで頂けるよう企画を練っていきたいと思い
ますので、是非ご出席の程よろしくお願い致します。
また、ボランティアさんも随時募集中ですので、お気軽にご連
絡下さい！！
なお、今回のボランティアの感謝の集いは動画撮影も行ってお
りますので、感謝の集いの様子はシャローム若葉の HP からも閲
覧可能となる予定です。（現在編集中です！）

高幣施設長

11：00

ボランティア
感謝の集い 2018
9：30

お出迎え

石川さゆり様

10：30

歌のプレゼント

開会

インフルエンザにご注意を！！
秋も深まってきて、行楽日和になってきま
したが、過ごしやすくなってきていると同時
に、現在全国的にインフルエンザが多数発症
している状況となってきています。千葉県内
の学校においても学級閉鎖等の報告が上がっ
てきている様です。
シャローム若葉施設内におきましても、感
染予防に努めておりますが、今後爆発的な流
行と共に集団で発症する可能性も考えられま
す。
デイサービス等におきまして、来所前に右
図の様な症状がございます場合、当日のご利
用を見合わせるとともに、医療機関の受診を
お勧めさせて頂いております。
また、利用中に下記の様な症状が認められ
た場合には、ご利用を中止しご家族に連絡の
上、受診を勧めさせていただきますので、よ
ろしくお願い申し上げます。
なお、ご家族の皆様で、上記のような症
状、またはインフルエンザに感染している場
合には、ご利用者の状態を十分確認頂いたう
えで、ご利用いただきますよう重ねてお願い
申しあげます。
感染拡大を防ぐためにも、ご協力の程何卒
宜しくお願い申し上げます。

・体温が３７．５℃以上ある方。
・せき、くしゃみ、鼻水が出る。
・頭、喉、お腹が痛い。
・関節の痛みがある。

インフルエンザと疑われる症状一覧

知っていますか？「咳エチケット」
・咳・くしゃみが出たら、他の人にうつさないために
マスクを着用しましょう。
・マスクを持っていない場合は、ティッシュなどで口
と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけて 1 メートル
以上離れましょう。
・鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に
捨てましょう。

田中信行様

Mai さん

法人代表者である東海林理事長は
事情により出席は叶いませんでした
が、法人本部の我謝施設長に出席頂
きました。
また、来賓として若松台幼稚園理
事長田中信行様、千葉市地域包括ケ
ア推進課課長の石川さゆり様にもご
参加頂きました。
歌のプレゼントでは歌手の Mai さ
んによる歌のご披露がありました。
美しい歌声の後には…。
食事前にご披露して良かったので
しょうか・・・？

・咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。

磯部牧師

ボランティア感謝の集いに寄せて 〜ボランティアコーディネーターより〜
シャローム若葉のボランティアコーディネーター
をしています栗山です。
お花見、誕生会、納涼会、敬老会、クリスマス会等
の行事にボランティアさんの出演依頼・調整等をさ
せて頂き、盛り上げて頂いています。
その他、展示コーナーに趣味の作品を展示し、利
用者さんに心豊かに過ごして頂ける様に依頼をさせ
て頂き、また、ボランティア活動によって、ボラン
ティアさんも喜びを頂いています。
その他、利用者さんの見守りや話相手のボランテ
ィア活動があります。
シャローム若葉でのボランティア活動で、ご自分
にあった活動を通じてボランティア活動を行うこと
の喜びを是非感じてみて下さい！お気軽にお声掛け
下さい。

我謝施設長

13：00
解散・お送り

三育ライフ介護３原則

１．知識に基づく「正確」な介護

２．愛の心からの「誠実」な介護 ３．健康な精神で「清潔」な介護

いつでも見学できます。いつでもご相談下さい。

シャローム（shalom）とはヘブライ語で平和、平安を意味します。

