＜2010 年和泉ふれあいの家で開催したアニマルセラピーで満面の笑みに出会いました＞
今年も「施設公開」の季節がやってまいりまし

グラムの見学や体験が可能な事業所もあり、法人

た。

の事業内容がより伝わるように工夫しています。

施設公開は、地域にお住まいの皆様に、サンフ

ご家族の皆様、地域の皆様、是非この機会にお越

レンズを知っていただき、いつでも気軽にサービ

しくださいますよう、心よりお待ち申し上げます。

スをご利用できるようにと、そんな思いから始め

施設公開の日程、内容等については次ページで

ました。

紹介していますのでご参照ください。

今年で 8 回目を迎える施設公開も法人の行事と

今年は、和田ふれあいの家が事業開始から 20 年

してすっかり定着しています。今では、地域の皆

目を迎え、上井草園、上井草ふれあいの家、松ノ

様のご協力をいただいて共同でフリーマーケット

木ふれあいの家が 15 年目を迎えました。そして、

やバザーを開催したり、模擬店を出店したり、ま

更にサンフレンズ善福寺が 5 年目を迎える等、サ

た、ご利用者の楽器演奏によるコンサートを行っ

ンフレンズとして一つの節目を迎える年となりま

たりなど、各事業所で恒例となっている催し物も

した。

少なくありません。

これからも地域の福祉文化の拠点となることを

その他、施設見学や高齢者の介護相談等は年間

目指し、努めてまいりたいと思います。どうぞ宜

をとおして随時承っていますが、この期間はプロ

しくお願いします。
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＊予定は変更になる場合があります

サンフレンズ上井草

和田ふれあいの家

和泉ふれあいの家

期間 10/30（日）～11/5（土）

期間 11/21(月)～11/26(土)

期間 11/14（月)～11/19(土)

主な催し物

主な催し物

主な催し物

作品展示・介護の相談窓口

作品展示

作品展示

試食会付き施設案内(要予約)

プログラム公開・体験

コンサート

PR 10/30 は恒例となりまし

PR プログラム体験は手工

PR ご利用者の演奏による

たフリーマーケットを開催

芸を行います。材料費が別途

大正琴のコンサートの他、ス

します。模擬店や福祉用具展

かかります。お気軽にお問い

ペシャルプログラムなどを

示も行います。

合わせください。

企画しています。

 03-3394-1094（代）

03-3312-9556

03-3321-4808

杉並区上井草 3-33-10

杉並区和田 3-52-4

杉並区和泉 4-40-31

松ノ木ふれあいの家

永福ふれあいの家

サンフレンズ善福寺

期間 11/3（木）～11/6（日）

期間 10/10（月）～10/16（日）

期間 11/1（火）～11/3（木）

主な催し物

主な催し物

主な催し物

プログラム公開

作品展示・介護の相談窓口

介護の相談窓口

コンサート

コンサート

作品展示

PR 毎日イベントを開催し

プログラム公開・体験

PR 期間中は介護の相談窓

ます。模擬店やコンサート、

PR 10/16 は模擬店、作品販

口やご利用者の作品展示を

プログラム体験も行います。

売を行います。

行います。お気軽にお越しく
ださい。

03-3318-2660

03-3327-5811

03-5303-0756

杉並区松ノ木 2-14-3

杉並区永福 2-14-20

杉並区善福寺 3-27-11

～自分らしく生きようこの杉並で～
日時：

2011 年 9 月 25 日（日）13：00～16：00

場所：

サンフレンズ上井草（デイルーム）

第 3 回市民のつどい

内容： “困りごとから地域のネットワークづくりへ” －困ったときの SOS 事業の実践から－
すでにチラシ等でお知らせしていますように、
「ひとのつながりと恩送り」と題しての基調講演と、
杉並の助け合いネットワークの一つとしての SOS 事業の実践報告とパネルディスカッションを通
し、杉並の地域ネットワーク構築の課題と可能性について皆様と一緒に考えていきたいと思いま
す。その他、和泉大正乙女楽団と上井草ハーモニックバンドとのジョイントコンサートもありま
す。お楽しみに。
※開催日とたより発行日が近かったために、終了後にお知りになった方につきましては、どうぞご容赦ください。
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の本来の役割を再実感し、充実感を得られます。
そして、初回面接の印象や関係づくりの重要さ
今年度７月より、杉並区高齢者施策の目玉とし

を再確認しながら行う「安心おたっしゃ訪問」事

て「安心おたっしゃ訪問」事業がスタートしまし

業の活動は、私たちをいま一度、支援者としての

た。

原点に立ち返らせる機会にもなっています。

これは、昨年度に話題となった 100 歳以上の高

先日、大家さんの要請でケア 24 職員が駆け付け、

齢者の所在不明問題を受けての新事業です。

熱中症で病院に救急搬送した方が要訪問対象者だ

杉並区が提供する「要訪問対象者リスト」をも

ったこともありました。

とに、支援者が少なくとも年 1 回は要訪問対象者

しかし今のところ嬉しいことに、要訪問対象者

の自宅を訪問し、安否確認と同時に日常的に見守

の多くは、支援者の訪問を必要としていない元気

りや相談ができる関係をつくることを目的として

な方々です。その場合でも、今後の日常生活で何

実施されるものです。

らかの困りごとが出てきた時に、支援者の顔や名

訪問の担い手である支援者はケア 24（地域包括

前を少しでも思い出してもらえるような関係を結

支援センター）職員と民生委員の皆さんです。

んでおくことを心がけています。

要訪問対象者は、以下のような方々です。

ケア 24 職員や民生委員から訪問の案内を受けた
区民の皆さん、元気なお姿・ご様子を拝見しに支

●75 歳以上の杉並区民の方で介護保険の要介

援者が伺います。その時に暮らしの中で気になる

護認定を受けていない方

ことがあれば、お気軽にご相談ください。

●医療や介護保険サービスを利用していない
方や単身世帯の方
優先度別に分けた「要訪問対象者リスト」が行

地道な訪問活動の継続で、要訪問対象者が抱え

政からケア 24 へ提供されること自体、個人情報を

ているニーズが少しずつ明らかになっていきます。

使用するという高い壁を乗り越えた、とても画期

サンフレンズは把握したニーズを、
「地域診断」

的な取り組みです。

（世代に関わらず、地域住民がどんな事に困って

この事業を実践する為に、杉並区は予算増・人

いて、今後どのような地域資源が必要になるかを

員増という形でケア 24 の機能強化も行っており、

見いだすために、行政機関と連携して取り組んで

ケア 24 職員一同、身の引き締まる思いで事業に取

いる活動）に活かしていきます。

り組み始めたところです。

住みよい地域をつくるための最初の入り口にケ
ア 24 の活動が位置づけられている。そのような自
覚を胸に、我々は「安心おたっしゃ訪問」事業に
取り組んでいきます。

この事業によって、ケア 24 職員は支援を要する

「安心おたっしゃ訪問」に関するお問い合わせ先

方と出会う機会をこれまで以上に得ることができ

杉並区役所 高齢者在宅支援課 地域連携推進係

ます。それはたいへん貴重な出会いの場です。

03（3312）2111（内線）3247

潜在的なニーズを抱えながらも声をあげること

地域包括支援センターケア 24 上井草

ができない方を、適切に支援したい。社会の中で

03（3396）0024

支援を必要な方が埋もれてしまうのを食い止めた

地域包括支援センターケア 24 善福寺

い。そんな思いが新しい出会いの中で形になって

03 (5311) 1024

いくことで、ケア 24 職員は地域包括支援センター
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２０１１年７月１日から８月３１日までにご寄付をいただいた順に掲載しております。
《寄付金》松尾廣高様･NPO 法人新しいホームをつくる会様･井出康子様･土井寿ゑ様・行方四郎様･上井草
商店街振興組合様･堀井薬局様･井口喜一様･藤井詅子様･桂田いと様･匿名希望 8 名
（寄付金のお預かり後、2 週間以内に本部事務局より領収書を郵送いたします。届かない場合は
お手数ですが、本部事務局までご連絡をお願いいたします。
）
《物品等》斉藤八重子様･森田節子様･村上辰枝様･石川キミ様･篠崎啓子様･田中雅子様･新井紀美代様･宮
本勝江様･匿名希望 9 名

大正から昭和初期の唱歌では、ご利用者に助け
られながら歌を披露します。ご利用者が一緒に歌
ってくださることが一番の喜びで、その歌声から
元気をもらっているとのことです。
それから、Z`vinci の皆さんは、
「新しいレパー
トリーを増やしていきたいと思っているので、皆
様からのより一層のリクエストを待っています。
」
と意欲的です。
「ボランティアというより楽しみで来ていま
す。
」などとお話をしてくださる Z`vinci の皆さん
ですが、私たち職員もこれからも Z`vinci の歌の
会をご利用者と一緒に楽しみにしています。

＜左：池田さん

中：土田さん

右：藤川さん＞

今回、和田ふれあいの家で歌の会の活動をして
いる、「Z`vinci(ザ・ビンチ)」の皆さんを紹介さ
せていただきます。
もともとふれあいコーラスで来ていただいてい
たお二人は、3 年前に Z`vinci として、ギタリスト
池田信己さん・ヴォーカリスト土田三盛さんでス
タートしました。また、今年からは新たなメンバ

＜時には賛美歌も歌います＞

ー藤川正成さんも加わり、相撲甚句を披露してく
ださるスペシャルゲストの参加もあり、現在も進
化中のグループです。
Z`vinci は月に１回、唱歌や懐かしの歌謡曲を中

本部事務局

心に歌詞カードを用意し、来訪してくださいます。
恋の歌をリクエストしてくださるご利用者も多く、
皆さんで口ずさみ青春時代を思い出しながら楽し
い時間を過ごしています。
Z`vinci のメンバー池田さん・土田さん・藤川さ
んにモットーを伺うと「歌を聴いてもらうのでは
なく、ご利用者と一緒に歌うこと。」だそうです。
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電 話 ： 03 ( 3394 ) 9833
F A X ： 03 ( 3394 ) 9834
担当 ：中山・河野・鳥羽
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

