前回のサンフレンズだよりでお知らせしました善福寺三丁目の特別養護老人ホーム「善福寺
園（仮称）
」の建設工事が、9 月 11 日に着工となりました。工事を目前に控えた８月２７日に
は、近隣の皆様に工事説明会を開催し、工事の概要および工程等具体的な説明をいたしました。
工事概要は以下のとおりです。なお、施設の概要、図面等については前号(№32)をご参照く
ださい。
１． 建築主
社会福祉法人サンフレンズ
２． 設計監理
株式会社中央設計
３． 施工者
関東建設工業株式会社東京支店
４． 建築場所
東京都杉並区善福寺三丁目 27 番
５． 敷地面積
1,958.10 ㎡
６． 建築面積
811.92 ㎡
７． 延床面積
1,565.39 ㎡
８． 容積率
80％
９． 建蔽率
41.5％
10． 構造規模
鉄筋コンクリート造 一部地下 1 階 地上２階
11． 地域・地区
第一種低層住宅専用地域・準防火地域・第一種高度地区
これから 2007 年 5 月末の竣工をめざし、８か月半もの間、近隣の皆様には大変ご迷惑をお
かけしますが、交通誘導員および作業監視員を配置し、交通事故防止・火災防止等、近隣の皆
様の安全確保に努めます。また、騒音・振動・粉塵対策にも最大限努めてまいりますので、何
卒、ご理解のほど、よろしくお願い致します。

建築主、設計監理、施工者の三者が集まり、安全祈願を
しました。
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前号(№32)では管理職員の異動をお伝えしました。今号
ではサンフレンズ上井草の管理職員をご紹介します。
杉並区地域包括支援ｾﾝﾀｰケア 24 上井草
杉並区地域包括支援ｾﾝﾀｰケア 24 善福寺
センター長 土屋 俊彦

高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ上井草ふれあいの家

サンフレンズ居宅介護支援センター
所長 吉田 直子

介護保険制度改正
により、今年 4 月に
新たに創設された、
地域包括支援センタ
ーケア 24 上井草・ケ
ア 24 善福寺の管理
職になりました。法
人理念でもある、
「い
つまでも住み慣れた

4 月に上井草ふれあいの家・サンフレンズ
居宅介護支援センターの所長に着任いたしま
した吉田直子です。サンフレンズ上井草は 4
年ぶりになりますが、懐かしいご利用者のお
顔もあります。
「い
つでも生涯青春
上井草は応援しま
す！」ご利用者の
皆様が楽しくお過
ごしいただけます
ようがんばります
ので、どうぞよろ
しくお願いいたし
ます。

地域でいきいき生活できるよう」それぞれの
地域の最前線で支援していきます。これから
も、どうぞ宜しくお願いします。

法人本部事務局
特別養護老人ホーム上井草園
事務課長 古川 賢一

特別養護老人ホーム上井草園
サンフレンズ本部事
務局、特別養護老人ホ
ーム上井草園事務課の
古川賢一と申します。
現在、職員一丸とな
って、利用者サービス

介護課長・看護課長 渡辺 道代
平成 18 年 7 月末より上井草園に勤めること
になりました。以前は医療機関の相談員や専
門学校等の教員の仕事をしてきました。ご利
用者の皆様やご家族様、並びに上井草園及び

の向上に向けて介護の
強化を図っております。
我々、後方部門とし
ましても、縁の下の力持ちとなって支えてい
きたいと考えています。
また、介護保険制度改正に伴い、経営手腕
が問われる時代になりサンフレンズがご利用
者・ご家族、地域の皆様に信頼を得られる、
安全・安心に暮らしていけるサービスを提供
したいと考えておりますのでどうかご支援・
ご協力の程よろしくお願いいたします。

サンフレンズの職員の皆様に、不慣れなこと
もあり、ご迷惑をおかけしていますが、よろ
しくお願いいたしま
す。ご利用者様、ご
家族様の願い、思い
を受けとめ実現でき
るように、園長や上
井草園のスタッフと
ともに努力していき
たいと思います。
2

「笑って楽しい人生を」
・・・杉江 美代子さん
民生委員だった頃、当施設の開所式に招待
され、私も何かお手伝いしてみたいと思い、
お邪魔かなぁと迷いつつも勇気をもって、平
成１２年４月２０日より始めました。
当時の利用者さんは、１日あたり２０名位
で、皆さん緊張していられたようでしたが、
歌やらゲーム、そして昔話をして、皆さんに
馴染んでいただきました。たまには私の下手
なマジックで笑いを誘うこともありました。
だんだんと利用者さんも増え、クラブ活動も
活発になり、書道のアシスタントや手工芸の
お世話に打ち込むことになりました。
金曜日の手工芸クラブは、押し絵（くるみ
絵）作りをします。十二支や節句のもの、そ
してかわいい女の子を題材にする作品です。
完成した作品は素晴らしいものばかりで、皆
さんの満足度は１００％です。お孫さんや曾
孫さんにプレゼントされるとか。手先を使い
ますから、ボケ防止にもなります。どうぞ皆
さんもご参加ください。器用・不器用は関係
ありません。親切丁寧にお手伝いいたします。

パソコンやアニメにはついていけませんが、
駄洒落なら大丈夫です。笑いが何よりです。
よく食べ、よく笑い、長生きに励みましょう。
これからもよろしく。

これまで、このコーナーは、職員がボランティアの
皆さんを紹介してきましたが、今回は杉江さん自ら
が「永福ふれあいの家」でのボランティア活動をと
おして、その思いを語ってくださいました。

せみの鳴き声が鈴虫に変わり、気がつけば空が高くなって
きました。涼しくなり過ごしやすくなりましたが、季節の変
わり目は体調を崩しやすい時期でもありますので、栄養と休
養をとるように心がけたいものですね。英気を養ったところ
で作品展や施設公開にお出かけください。
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本部事務局

電 話：３３９４−９８３３
ＦＡＸ：３３９４−９８３４
担 当：星
ホームページアドレス
http://www.3friends.or.jp
E‐mail アドレス
Kamiigusa@3friends.or.jp

地域にお住まいの皆様に、サンフレンズが実施している事業をご紹介し、いつでも気軽に相
談、利用していただくきっかけとするため、施設公開を行っています。
ご利用者の皆様の様子や施設をご覧いただくだけでなく、高齢者の介護に関するご相談も承
ります。ご家族の皆様、地域の皆様、この機会にぜひお越しください。
今年度は、以下の事業所で施設公開を実施します。詳細は、各事業所にお問合せください。
事業所名
電話番号

期間

主な催し物

所在地
特別養護老人ホーム上井草園
03−3394−1094
高齢者在宅サービスセンター
上井草ふれあいの家

見学、介護相談、作品展、リハビリや音楽療法な
どプログラムへの参加。
03−3394−9831
〜11 月 5 日（日） 10 月 29 日・11 月 5 日…コンサートや模擬店、喫
杉並区地域包括支援センター
茶店など、イベントを企画中です。
ケア 24 上井草
10 月 29 日（日）

03−3396−0024
杉並区上井草 3−33−10
高齢者在宅サービスセンター
和田ふれあいの家
11 月 20 日(月)
03−3312−9556
〜25 日（土）

見学、事業紹介・介護相談、作品展、パネル展示
など。

杉並区和田 3−52−4
見学、事業紹介・介護相談、音楽、俳句、絵手紙、
書道、大正琴、ビーズ細工、折り紙、頭や身体を
10 月 30 日(月)
使うレクリエーション、リハビリ体操、嚥下体操
03−3321−4808
〜11 月 4 日（土） などの楽座(プログラム)を公開、作品展、介護用
※11 月 3 日(金･ 品販売。
家族介護教室･･･11 月 4 日午後 1 時から 3 時「デ
祝)を含む
杉並区和泉 4−40−31
イサービスで心も身体もいきいき/公開音楽療
法」
10 月９日〜14 日…見学・介護相談、作品展、事業
高齢者在宅サービスセンター
紹介など。
松ノ木ふれあいの家
10 月 9 日(月･祝) 10 月 15 日…「松ノ木ふれあいの家秋祭り」作品展、
〜15 日（日） バザー、模擬店、電動カートの試乗会、三線コンサ
03−3318−2660
ート、ビーズの販売、家族介護教室、高齢者疑似体
杉並区松ノ木 2−14−3
験、介護相談など。
高齢者在宅サービスセンター
和泉ふれあいの家

高齢者在宅サービスセンター
11 月 1 日(水)
作品展、手工芸クラブ作品バザー、写真パネル展
永福ふれあいの家
示、試食会、配食の紹介、見学・相談など。
〜4 日(土)・
03−3327−5811
6 日(月)〜７日(火) 11 月 3 日･･･イベントを企画中です。

杉並区永福 2−14−20
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