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経営安定化緊急対策チームを立ち上げて、鋭意検討を重ねています。チームの報告を受けて、

なお一層の経営基盤安定化に取り組む必要があると認識しているところでございます。

　今後とも経営理念、「ともにあゆもう　しあわせでゆたかな　まちをつくるために」の

実現を目指し、明るく展望の開ける1年にしていきたいと思います。

　事業団に関わる大勢の皆様には、本年も事業団の発展のために、ご理解とお力添えを

お願い申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

きわめて厳しい環境にあります。この状況を打開するために、昨年９月に職員参加による特命部会・

ご協力をいただきながら、改修に取り組む計画となっており、アトリエ村については、昨年８月から設計に

着手しているところでございます。

　次に、昨年4月より改正社会福祉法が全面的に施行され、その中で社会福祉法人に地域貢献事業に取り

組むことが責務化されました。

　当法人は、これまでも地域貢献事業として、介護職員初任者研修、家族介護者教室、ふれあい給食、

傾聴ボランティア養成講座などを行ってまいりました。この傾聴ボランティア養成講座は、平成２４年度

から始め、これまでに、延べ6回開催し、112人を養成してきました。

　この度、傾聴ボランティアセンターを立ち上げ、この養成講座修了者の方々のご協力を得て、

施設や個人宅からの要請に応じ、傾聴ボランティアの派遣を行うことを目指し、仕組みづくりをしている

ところでございます。新年度から、話し相手を欲しいという方々のご期待に応えてまいりたいと思います。

　最後に、これまで数次にわたる介護報酬の引き下げなどの影響を受けて、介護保険事業については、

　引き続き、アトリエ村の大規模改修は、平成３０・３１年度、風かおる里は平成３２・３３年度に区の

平成30年の年初にあたりご挨拶を申し上げます

　まず、昨年は、当法人の3特別養護老人ホームの大規模改修の先陣とし、改修に取り組んだ菊かおる園に

つきましては、計画通り昨年７月に竣工しました。工期の2年間、ご利用者・ご家族の皆様をはじめ、

ご近隣の皆様には工事騒音や車両の通行等に伴い、ご迷惑をおかけしましたが、ご理解、ご協力をいただき、

ここに竣工できましたことを心より感謝を申し上げる次第でございます。

　改修の内容でございますが、老朽化した昇降機5基や空調設備の更新、厨房のオール電化、照明器具の

ＬＥＤ化、地域包括支援センター利用の便を図るための配置替えや造作の一部変更、そして屋上の防水

工事など多岐にわたる改修でございました。

　既に、ＬＥＤ化による省エネルギーの効果が出ているところでございます。

　今後、10数年間は、安全、安心、快適な環境のもとで各種のサービスを提供できるものと、ホッとして

いるところでございます。
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高齢者の筋力アップのために豊島区が開発した今人気の「と
しまる体操」に早々に取り組み、平成２９年３月２８日から
毎週（火）10:30からの１時間で一階の会議室で実施して
います。ＣＤから流れる音楽と解説を聴きながら全員で声を
合わせてカウントを取り楽しく進めていきます。途中で休憩
を含め46分程での体操終了。その後、唄を歌い、身も心も
温まり、気分爽快、笑顔での帰宅となります。地域の介護予
防の一端を担っています。

としまる体操

アトリエ村バザー

毎年開催されるアトリエ村のバザーは大盛況！！
玄関前では焼きそば、フランクフルトなどの模擬店を行い、
裏の駐車場スペースでは、地域などから寄付して頂いた雑
貨、日用品、衣類などを販売。11時の開催前から並ぶ状況
になり、数年前から整理券を配布しての入場制限を設けなが
ら実施しています。地域貢献の一端を担い、職員のみなら
ず、ボランティアの方の協力を得ながら楽しく、盛大な地域
交流となっています。今年は施設の大規模改修に伴い中止と
なりますが、翌年の平成３１年に再開予定としております。

アトリエ村のブランチ

平成３０年元旦のムース食

平成３０年元旦の常食

ロコモコ丼 七夕行事食

アトリエ村では２９年７月から、第１日曜日にブランチの日
を設けています。『ブランチ』って何？と思われる方、ブラ
ンチとは朝食と昼食を兼ねた食事のことです。要は遅めの朝
食であって早めの昼食。時間も朝食と昼食の真ん中の１０時
から提供しています。『ブランチ』の語源は、朝食を英訳し
たブレックファーストの『ブ』と、昼食の『ランチ』を掛け
合わせた言葉です。第１回目のメニューはロコモコ丼！ロコ
モコ丼とはハワイの郷土料理で、ご飯の上に目玉焼きとハン
バーグがのった丼でした。第２回目のメニューはパエリア♪
こちらもスペインの郷土料理で、洋風の炊き込みご飯のこと
です。朝はゆっくり休んで、美味しいものを食べ１日のんび
り・・・。今後もご利用者の皆様に素敵な食事と時間の提供
ができるよう、職員一同張り切っていますので楽しみにして
くださいね！

特別養護老人ホーム



こんなに大きいの取れた！

4階屋上のプランターで育てたサツマイモ、3日間に
分けて芋ほりを行いました。天候不順が続き育つか
心配していましたが、こんなに大きく育ちました。
厨房で蒸かしてもらい、おやつにしたところ、とて
も甘くておいしいお芋でした。「来年も！」との声
がありましたが、大規模改修のため屋上が使えない
ので、再来年にまた育てたいと思います。

高齢者総合相談センター

デイサービスセンター

アトリエ村高齢者総合相談センターでは、毎年地域の

方々にお集まりいただき、皆で地域の課題を話し合う

“地区懇談会”（地域ケア会議）を開催しています。

今年は「地域を知ろう」をテーマに、長崎地区と南長崎地区の２地区に分けて実施しました。

地域の高齢者をサポートする活動内容について各活動の代表者の方に発表していただき、感

想やそれぞれの活動で連携や協力できることは何かなど、グループごとに話し合いを持ちま

した。「いろいろな活動があることを知ってもらうにはどのようにすればいいだろうか。」

「認知症の人が増えているが、その人らしい生活を支えていく事が必要。」「高齢者が住み

慣れた地域で生活できるように支援をしていきたい。」「横のつながりが大切。」などなど、

活発な意見交換が行われました。

高齢になっても住み慣れた地域で安心して生活ができ

るよう（地域包括ケアシステムの実現）、これからも

地域の皆様と共に一歩一歩進んでいきたいと思います。



毎月１回、日曜日に『ブランチ』を行っています。

朝はゆっくり、朝寝坊をして、
食事は、１０時からです。
なんといっても、メニューが素晴らしい！
この日は、鉄火丼！ 美味しかった！！
午後は、のんびりしたり、レクをしたりと
楽しみながら過ごします。

毎月第２・第４月曜日に、認知症カフェ
としてそよ風カフェ　『ひまわり』を
オープンしています。
認知症の方も、そうでない方も一緒に、
地域の皆さんが気軽に交流できるカフェ
です。

特養やデイサービスの方々とも交流をして
いつも笑い声が絶えない場所です。
ご希望の方には昼食も提供しています。
様々な企画をご用意しておりますので、
是非、お越しください。

 

　　　 職員のこの笑顔を見て下さい！！

これは、昨年末の年忘れ会にて、職員が結成した

風かおる里スーパーダンサーズ！！です！

楽しく仕事をしています！！

特別養護老人ホーム　風かおる里

 私たちは地域の皆さんに、“風かおる里に入りたい！”と思っていただける
施設であり続けられるように、色々な“楽しい”ことを行っています。

毎月メニューが楽しみなブランチ

そよ風カフェひまわり（認知症カフェ）をオープンしています。

職員の笑顔が素敵！ご利用者と楽しみながら働いています。



高齢者在宅サービスセンター風かおる里は、アットホームな認知症対応型のデイサービスです。

お一人お一人が楽しんでいただけるように日々のプログラムを考えております。

高齢者在宅サービスセンター 風かおる里

毎日の体操やゲームな

どの活動の他、個別の

リハビリも充実してい

ます！

ドライブなどの外出プログラムは

いつも大好評です♪

地域の皆様へ、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
豊島区風かおる里居宅介護支援事業所は、平成２９年７月より、豊島区アトリエ村居宅
介護支援事業所と統合し、介護支援専門員４名体制で運営をしています。
ご利用者の尊厳を保持し、サービスの利便を常に考え、自立した日常生活が
可能な限り送れるよう、ケアマネジメントの質の向上と更なる地域への貢献が
できることを目指してまいります。今後とも、よろしくお願いいたします。

自分らしく暮らしたい
ご本人とご家族の要望を踏まえ
笑顔が増えるような
ケアプランを作成します

　　　介護のお困りごとが
　　ありましたら、まずは、じっくり 住み慣れた「まち」で
　　　　話をお聞かせください 暮らせるよう、あなたの

縁の下の力持ちになります

お気軽にご相談下さい。スタッフが訪問します。

　　　☎　０３－５９８２－１０２４
受付時間　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

　午前９時～午後５時まで

豊島区風かおる里居宅介護支援事業所

あなたの力になります



お風呂のイベント
月替わりにて名湯に行った気分に！！

新年会
今年も良い年に
なりますように！

新・イベント

曜日対抗ゲーム
第1回は玉入れ合戦

金曜日チームが優勝でした！

不安なことや相談したいこと、なんでも結構です。

見学も随時受け付けておりますので、ご連絡お待ちしております。

こんにちは、長崎第二豊寿園です。
当施設は、デイサービス定員35人、認知症デイサービス定員12人で毎日をご利
用者と楽しく過ごしています。職員一同、ケアマネジャーをはじめ地域の方々と
連携をとり、ご利用者が楽しく生きがいを持って生活できるためのお手伝いが出
来ればと思っております。
一人暮らしの方や、外出が少ない高齢者の方など、ぜひ一度見学にいらしてみて
ください！「初めは気が進まなかったけど行ったら楽しかった」、「こんなに良
い所ならもっと早くから来ればよかった」など、最初は皆さん、どんな所なのか
不安でいっぱいですが・・・明るく楽しい職員が皆様をお迎えいたします！！



  ステーション事務所

　　　ステーションスタッフがお待ちしています

✥訪問ヘルパー ✥ガイドヘルパー

①介護福祉士資格をお持ちの方 ①ガイド経験のある方

②同行援護従事者研修修了者の方

③今後、受講を考えている方 ③これからやってみたいと思っている方

  03-5961-3003(訪問）   03-5961-3005(ガイド）

豊島区西巣鴨　2-30-19
ケアハウス菊かおる園内１階

訪問介護ステーション 新所在地：

    ❏ 住みなれた地域で ❏

みなさん、こんにちは。ケアハウス菊
かおる園の｢喫茶そよかぜ｣の前に訪問介
護ステーション事務所があります。

身体介護や生活援助等をおこなう訪問
ヘルパー、視覚障がいをお持ちの方の外
出支援をするガイドヘルパー、あわせて
５０人ほどのスタッフで｢住み慣れた地
域の住み慣れた家で、これからも自分ら
しく暮らしていきたいと願っている方々
の生活のお手伝い｣をモットーに事業を
展開しています。

訪問介護ステーションでは、ご一緒に働ける方を募集しています！

❏　第三者評価を受けて　❏

②介護職員初任者研修（ヘルパー２
級）修了者の方、または受講中の方

今年度は第三者評価を受け、事業者が
特に力を入れている取り組みとして、
｢サービスの提供の時間がご利用者やご家
族にとって安心・快適なものとなるよう
にしている｣との評価を受けました。

今後もより良い評価を頂けるよう事業
所全体で努力していきますので、よろし
くお願い致します。

募 集 中 で す



お正月遊び       

                   一年の初めの行事は「新年子ども会」です。日本の伝承

遊びを子ども達に伝えています。「十二支の話」をして独

楽や羽根つき大会、福笑いでお正月遊びを楽しみました。 

                 最後に獅子舞が登場し、頭を噛んでもらい健やかな 

                成長と無病息災を願いました。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな環境作り 
 駒込第三保育園では、子ども達が主体的に遊べる環境作りを研究しています。 

昨年の６月には築山を、９月には一本橋とぶらんこを作りました。年長児の保護者の方にも 

ご協力を頂き、子どもが自ら発見したり、チャレンジできる遊び場を考えています。そこで生

まれる数々のドラマに感動し、笑いながら過ごしています。 

 

 

                  

 

 

           

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駒込第三保育園 

保育園の行事（冬） 
 保育園には、四季折々の行事があり楽しんでいます。昨年のクリスマスには、サンタクロ

ースがやってきました。昼寝から鈴の音で目覚めた子ども達の前に登場したのは・・・大き

な袋のプレゼントを持ったサンタクロースです。 

 子ども達は目を輝かせて、 

「サンタさん、ありがとう！！」 

「またきてね～！！」といつまでも空に向かって、お礼を 

言いました。実は、保育園の職員ではなく、本部事務局の職員 

に扮して貰いました。子ども達の目にはいつまでも夢が輝いて 

いて、大喜びの一日となりました。 

 



【秋の楽しい行事】 
保育園では、いつも子ども達の楽しい声と笑顔がたくさん、パワフルに遊ぶ子ども達の活気に溢れています。 

秋はたくさんの楽しい行事がありましたので、一部をご紹介します。 

【9 月】引渡し訓練【10 月】運動会 芋ほり遠足 【11 月】焼き芋会  

【12月】発表会 コンサート・お楽しみ会とバイキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【園庭改造に取り組んでいます】 
今年度の園内研修では、「子どもが主体的に遊べる園庭づくり」に取り組んでいます。講師の指導を受けながら、園庭の

遊具配置や玩具の種類・数を検討し、コンテナやタイヤなどを集めたり、子ども達と一緒にテーブルをつくったりして

います。毎日いろいろな遊びが生まれては展開する子どもの想像力は、たくましいものです。これからも子ども達の主

体性や社会性などが、日々の遊びの中から育つような園庭作りに取り組んでいきたいと、職員みんなで考えています。 

 

運動会 豊成小学校で行ないました。 

東京音楽大学生のクリスマスコンサート 4・5歳児、秋津の農園にて、大きなお芋を掘ってきました。掘ったお芋は、 

園庭で焼き芋にしました。「おいしいー!」笑顔がこぼれます。 

引渡し訓練 年に 1回保護者の方に参加してもらいます。 

幼児組の発表会の練習風景 「3匹のこぶた」「うらしまたろう」「ももたろう」 お楽しみバイキング 

「どれにしよーかなー」 

タイヤを自由自在に組み立ててあそんでいます。 

バイクごっこや山にしてのぼったり。様々な遊びに変化。 
みんな同じ方向をむいて、

電車ごっこ 

いろいろな物を組み立て、 

砂を流して「発電所だよ・・・」 

テーブル板に絵を描いています テーブル板の角をやすりがけ 砂でおままごと 園庭のデザイン検討 



新規採用職員紹介（２０１７年８～１２月）

社会福祉法人豊島区社会福祉事業団　施設等案内

〒170-0001 豊島区西巣鴨2-30-20

TEL：03-5980-0294　FAX：03-5980-0295　E-mail：toshimaj.jimukyoku@toshimaj.or.jp

〒171-0051 豊島区長崎4-23-1
TEL：03-5965-3400　FAX：03-5965-3403　E-mail：atorie@toshimaj.or.jp

《併設事業所》 高齢者在宅サービスセンター/居宅介護支援事業所〔休止〕/高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）

〒171-0052 豊島区南長崎6-15-6
TEL：03-5982-1021　FAX：03-5982-2105　E-mail：kaze@toshimaj.or.jp
《併設事業所》 高齢者在宅サービスセンター/居宅介護支援事業所/

〒170-0001 豊島区西巣鴨2-30-19
TEL：03-3576-2266　FAX：03-3576-2264　E-mail：kiku@toshimaj.or.jp
《併設事業所》 高齢者在宅サービスセンター/居宅介護支援事業所/高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）/ケアハウス

〒170-0001 豊島区西巣鴨2-30-20

TEL：03-5980-0866　FAX：03-5980-0295　E-mail：kogiku-home@toshimaj.or.jp

〒170-0012 豊島区上池袋2-5-1　健康プラザとしま２階

TEL：03-5974-7260　FAX：03-5974-7259　E-mail：kamiike@toshimaj.or.jp

〒171-0051 豊島区長崎6-34-10

TEL：03-5966-2564　FAX：03-5966-2864　E-mail：nagasaki-2@toshimaj.or.jp

〒170-0001 豊島区西巣鴨2-30-19

TEL：〔訪問介護〕03-5961-3003　〔同行援護〕03-5961-3005　FAX〔共通〕：03-5961-3004　E-mail〔共通〕：station@toshimaj.or.jp

〒170-0005 豊島区南大塚2-36-2

TEL：03-5319-8703　FAX：03-5319-8726　E-mail：toubu-houkatsu@toshimaj.or.jp

〒170-0003 豊島区駒込2-2-3

TEL：03-3915-8677　FAX：03-3915-9481　E-mail：megomegomakomako3@toshimaj.or.jp

〒170-0005 豊島区南大塚2-36-3

TEL：03-3946-7688　FAX：03-3946-3644　E-mail：minamioutsuka@toshimaj.or.jp

〒170-0001 豊島区西巣鴨1-1-13

TEL：03-5907-5110　FAX：03-3910-8008　E-mail：n.sakurasou@toshimaj.or.jp

ご寄付に心より感謝申し上げます。（２０１７年７月～１２月）

グループホーム小菊の家

事務局

特別養護老人ホームアトリエ村

特別養護老人ホーム風かおる里

特別養護老人ホーム菊かおる園

西巣鴨さくらそう保育園

高齢者在宅サービスセンター上池袋豊寿園

高齢者在宅サービスセンター長崎第二豊寿園

豊島区社会福祉事業団訪問介護ステーション

東部高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）

豊島区立駒込第三保育園

豊島区立南大塚保育園

氏名：高下 佳織

所属：ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ小菊の家

職種：ケアワーカー

氏名：村川 眞理亜

所属：ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ小菊の家

職種：ケアワーカー

氏名：澁澤 みより

所属：特養・菊かおる園

職種：看護師

園田紳一郎様、白澤政俊様、神山信子様、木川るり子様、立教池袋中学校・

高等学校父母ボランティアグループ様、宮永孝子様 他１３件

また匿名で、ピアノ、車椅子、消毒液、魔法瓶、タオル類等をいただきました。


