
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          

 
 
 

シャローム若葉 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 （月）△ （火）△ （水）△ （木）△ （金）△ 

ご希望に副える様対応させていただきます。 

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。 
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。 
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発表事業所 題名 ／ ～副題～ 発表者 その他 

第 2 デイサービス 
オレ流コミュニケーション 

～信頼と安心の取り組み～ 

発表者：高山 昌邦 

PC 操作：土屋 彬 

第 1 居宅介護支援 
地域包括ケア 

～認知症高齢者を地域で支える取り組み～ 

発表者：中込 トモ子 

PC 操作：栗山 哲次 

ＧＨ虹の家 
虹の家が虹の家であるために 

～笑顔と希望のホームを目指して～ 

発表者：小谷 裕司 

PC 操作：  〃 

放課後等デイサービス 
自閉症を持つ僕の成長の記録 

～こんなに変わったよ～ 

発表者：渡辺 琴美 

PC 操作：齋藤 良祐 

第 2 居宅介護支援 

在宅を支えるケアマネと利用者にとっての

より良いプラン作成を目指して 

～ケアマネさん！24 時間働けますか～ 

発表者：森川 裕美 

PC 操作：内海 美智代 

クリニックあしたば院長 
シャローム若葉協力医 

中村宏先生 

 

第１デイサービス 

作品展 
地域と福祉のあんしん懸け橋～前編～ 

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 

HP／http://www.shalomwakaba.com 

 私とシャローム若葉との関係であるが正直言っ
て何が切っ掛けでお付き合いが始まったかは定か
では有りません。私は千葉大学を卒業してから同
大学の第二外科に入局しました。 
その後 15 年間は千葉市で研修並びに診療に当た

っていましたが当時の主任教授の指示で鴨川市の
公立病院の院長として赴任しました。既に超高齢
社会に突入していた房州の公立病院への赴任は初
めから戸惑いの連続でした。然も公共交通機関が
不便な地域の病院ですので高齢者には通院が困難
な事この上なく、何年も受診せずに外来処方のみ
の患者が多数を占めていました。まして近くには
日本でも有数の民間の総合病院が有り、多くの重
症患者の治療に当たっていましたが、気付いてみ
るとその重症患者の多くが退院後、自宅で寝たき
りと成り、医療から隔絶された余生を過ごしてい
る事実も判明しました。そのような中で職員の協
力のもとに始めたのが在宅医療であったのです。
昭和５８年の夏の事でした。 
当時は在宅医療という言葉も余り聞かれない時

代で、当然医師会では非難の的に成り（寝たきり
老人をかき集めて診療している。まるで地引網漁
をしているようだ！）果は市会議員や市の課長た
ちからも入院患者を放ったらかして勤務中に看護
婦とドライブに行っている等の悪口までたたかれ

平成 30 年 11 月 15 日発行 

１１月号 
前号にて告知させて頂きましたが、１１月１９日に研究発表が行われます。 

発表事業所から内容はもちろん、本番さながらのリハーサルも１２日（月）に終え、現在最終調整の段階に

入っています。 

今回も様々な事業所の発表がありますので、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。 

お問い合わせ：０４３－２３４－５１１１（森川・山本） 

２０１８年 

発行：社会福祉法人 三育ライフ 
 
 
 
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・永島慎志 
お問い合わせ先： 
    info@shalomwakaba.com 
HP:http://www.shalomwakaba.com/ 

【編集後記】最近洋楽の懐メロに凝っています。YouTube で色々探しているうちに、シャリーンの「愛はかげろうのよう
に」に魅了されました。「ガールたち聴いて。世界中旅をして、恋をして素晴らしい人生だったけど、私には居場所は
見つからなかったの」という歌詞で、平凡に生きる尊さを歌った曲のように聞こえました。意味深です！（H） 

TEL：043-308-8588 

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 
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   
 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 

FAX：043-234-5119（共通） 

FAX：043-234-8411（訪問・居宅共通） 

シャローム若葉研究発表 2018 開催 

１１月５日から９日まで作品展が行われました！ 

（詳しくは３ページにて） 

ましたが、委細かまわず在宅医療を継続しており
ました。そのような中で歯科医からは「自分達も
在宅医療に参加させて欲しい」との希望が出さ
れ、当然として私は申し出を許可し、当時全国的
にも珍しい在宅歯科診療が開始されたのです。そ
して幸いにして当時の長谷川市長が非常に私の意
を理解してくれ、「先生の思った通りの医療を継
続して下さい！」と言ってくれたのです。 
この様に在宅医療を病院の柱として推し進めて

いるうちに在宅だけでは不十分であると気付き、
市長に提案して取り組んでもらったのが保健福祉
総合会館の試みでした。今では当たり前の施設と
して扱われているが稼働した平成 6 年（私が赴任
して１０年目）当時は極めてまれな施設でした。 
そして更に特徴的であったのが行政の施設であ

りながら創設と同時に施設内にデイケアセンター
が併設されていた事でした。 

（３ページに続く） 

～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！ 

次回の開催日 

11 月 15 日 

シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2018 年 11 月号 編集・発行 広報委員会 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

作品展を行いました！ 

【手浴】これからの季節におすすめです。 

お湯（38～41度）に手を浸ける…手には

温点（指、掌、前腕）があり手の血管は交

感神経を支配（集中）。 

お湯につけて温める・・・全身浴と同じ効

果があります。  

・血行促進 ・鎮痛効果 ・リラクゼーシ

ョン効果 ・拘縮緩和 ・衛生保持 等々 

手軽にできて、特にこれからの感染症が流

行する季節には一石二鳥です。 

足も同じで、特に下肢浮腫の方、足の疲れ

に【足浴】は効果覿面です。 

第２デイ 

訪問介護 

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。 

福祉用具 

第１居宅 

放課後Ｄ 

（１ページから続き） 
この必要性は在宅医療の普及と共に多くの寝たき

り老人が在宅で医療サービスを受けられる様に成り
地域住民から非常に高く評価されて来ていたのでは
ありますが、気付いてみるとその人たちは在宅療養
しているとは言え、自宅で過ごしているだけで、多
くの人が孤立しているという事に気付いたからで
す。そこで、在宅老人に再び社会性を取り戻しても
らうには先ず家から外に出てもらい、皆が集まれる
場所が必要であり、尚且つ、皆で更に健康な生活を
享受して行ける工夫が必要と考えてデイケアセンタ
ーの創設を提言して来たのです。それが実現し、今
までとは全く違った高齢者や障害者が大事にされる
地域創りが実現したように実感されて来ました。私
はその実績を見てその課程を論文にしたり、地域医
療学会で発表したり、更に四国や、福島では依頼さ
れて講演をして回っていたのです。この様に、ケア
システムが形成されたと思われた頃、大学の方針で
後輩に院長をバトンタッチして千葉に戻る事に成っ
たのです。その様な行動が、当時、福祉関係で活躍
していたシャローム若葉の砂長谷施設長の認めると

ころと成ったのではないかと思い出されます。すな
わち、シャローム若葉で運営する事に成った在宅介
護支援センターの運営についてとか、施設ケアとし
てのグループホームの運営に関して、果てはその場
所の選択までも相談されていたのです。平成 12 年
4 月からは介護保険の時代が始まり、ヘルパーの養
成講座の講師の依頼も受け、果は出来あがったグル
ープホームの担当ドクターまで自然と受ける事と成
っていたのです。この様にして現在までシャローム
若葉の皆さまとの接点が出来、継続して来ているの
ですが、正直なところ、シャローム若葉の皆様との
交流は私にとってはとても 
気が休まる事が多く有った 
様に思い出されます。 
これからもお互いに協力 

しあい、更に他から評価さ 
れる地域ケアを目指して行 
ければと思っている次第で 
す。今後とも宜しくお願い 
致します。 

地域と福祉のあんしん懸け橋～後編～ 

作品展 

第１デイサービスでは１１月５日から９日までの一週

間、ご利用者の皆様に作成頂いた作品を展示させて頂き、

皆様にご鑑賞頂く「作品展」を実施致しました。 
プログラム内において作成した物から、ご利用者個別に

作成頂いた物、以前より趣味で作成頂いた物をお借りする

等で総数 100 点を超える作品が集まりました。 
６日と７日においては作品を見ながら、和風喫茶で落語

を楽しみ、芸術の秋にふさわしい一日を過ごしました。 
作品を作成頂きました皆様、またお借り頂きましたご利

用者皆様に感謝致します。 


