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社会福祉法の改正に伴い、社会福祉法人のあり方が大きく変わりました。 

このことにより理事・評議員は兼務することはできなくなり、評議員の選任は、第三者機関としての評議

員選任・解任委員会でおこなわれ、これまで諮問機関として位置付けてきた評議員は議決機関として明確化

されました。新しい評議員会は６月１９日に開催され、執行機関としての理事会６人、監事２人が選任され

ました。新しい理事会は６月２９日に開催され、理事長及び常務理事を選任しました。 

 新しい理事会において早速議論させていただきましたが、今日のサンフレンズの経営は現状の事業構造か

らの変化を必要としております。とりわけデイサービス事業は、特化型デイサービスの参入などによる競争

の激化もあり、利用者の減少が数年前からの課題となっております。さらに、来年の介護報酬改定にあたり

大幅な報酬減が予想されているため、早急にデイサービスの今後の方向性の見直しの具体化を迫られていま

す。 

 今、管理職を中心に事業の転換を含め議論を重ねております。昨年、職員たちが富山型デイサービスとし

て小規模多機能施設のモデルとなっている「このゆびとーまれ」を視察させていただきました。国の「地域

共生社会」のモデル施設で、地域に密着した活動に直接触れることで、変化を恐れないチャレンジ精神を学

ばせていただきました。 

すぐに、サンフレンズが、高齢者以外のサービス提供を実践することはできませんが、杉並・老後を良く

する会がボランタリーに開拓的に新しい方向性を拓いてきたのと同じように、サンフレンズだからこそと言

えるような事業運営を見出していくことが喫緊の課題といえます。そのためにも、サンフレンズの原点を小

地域で展開している、一般社団法人困ったときのＳＯＳと協働した取り組みを重ねていくことも大切です。 

 地域、ご利用者・ご家族の皆様、そして関係者の皆様のご理解とご支援を賜りながら役職員一同推進して

まいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

                

 

 

社会福祉法人サンフレンズ 理事長 安藤 雄太 

 

 

 

 

平成28年度決算報告はホームページをご覧ください。 
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11 名の新入職員が新たな仲間として加わりました！
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 サンフレンズに入職しての抱負・印象・これから
サンフレンズに入職しての抱負・印象・これからサンフレンズに入職しての抱負・印象・これから
サンフレンズに入職しての抱負・印象・これから 

  
 

についてなどなど新入職員からの一言を紹介致します。
についてなどなど新入職員からの一言を紹介致します。についてなどなど新入職員からの一言を紹介致します。
についてなどなど新入職員からの一言を紹介致します。 

  
 

 
  
 これからも温かいご指導お願い致します。
これからも温かいご指導お願い致します。これからも温かいご指導お願い致します。
これからも温かいご指導お願い致します。 

  
 

                                                        
                                                                                                                
                                                        

                             
                                                          
                              

                             
                                                          
                              

                            
                                                        
                             

  
 

                             
                                                          
                              

  
 

                             
                                                          
                              

  
 

                         
                                                  
                             

        
     

  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

横田宜成・上井草園
横田宜成・上井草園横田宜成・上井草園
横田宜成・上井草園 

  
 辛いこともありますが周
辛いこともありますが周辛いこともありますが周
辛いこともありますが周

りの支えもあり、楽しい日々を送れています。
りの支えもあり、楽しい日々を送れています。りの支えもあり、楽しい日々を送れています。
りの支えもあり、楽しい日々を送れています。  

    
  

布施木香奈・永福ふれあいの家
布施木香奈・永福ふれあいの家布施木香奈・永福ふれあいの家
布施木香奈・永福ふれあいの家 

  
 広い視野を持
広い視野を持広い視野を持
広い視野を持

ち知識や技術の習得に努め、一人前になれるよ
ち知識や技術の習得に努め、一人前になれるよち知識や技術の習得に努め、一人前になれるよ
ち知識や技術の習得に努め、一人前になれるよ

う頑張ります。
う頑張ります。う頑張ります。
う頑張ります。 

齊藤正希・上井草園
齊藤正希・上井草園齊藤正希・上井草園
齊藤正希・上井草園 

  
 利用者様の穏やかな日常と
利用者様の穏やかな日常と利用者様の穏やかな日常と
利用者様の穏やかな日常と

安心な生活をおくって頂けるよう日々努力してい
安心な生活をおくって頂けるよう日々努力してい安心な生活をおくって頂けるよう日々努力してい
安心な生活をおくって頂けるよう日々努力してい

きたいです。
きたいです。きたいです。
きたいです。         

                  
          

松山勇生・
松山勇生・松山勇生・
松山勇生・上井草園

上井草園上井草園
上井草園 

  
 何事にも精一杯取り組ん
何事にも精一杯取り組ん何事にも精一杯取り組ん
何事にも精一杯取り組ん

でいきたいと思います。
でいきたいと思います。でいきたいと思います。
でいきたいと思います。             

                          
             

木村静・ケア
木村静・ケア木村静・ケア
木村静・ケア 24

2424
24 和田

和田和田
和田 

  
 職場の皆さんの優しさと明
職場の皆さんの優しさと明職場の皆さんの優しさと明
職場の皆さんの優しさと明

るさに支えられて楽しく働いています
るさに支えられて楽しく働いていまするさに支えられて楽しく働いています
るさに支えられて楽しく働いています。 

稲場美里・上井草園
稲場美里・上井草園稲場美里・上井草園
稲場美里・上井草園 

  
 サンフレンズの一員とし
サンフレンズの一員としサンフレンズの一員とし
サンフレンズの一員とし

て、ご利用者様の生活がより良いものになるよ
て、ご利用者様の生活がより良いものになるよて、ご利用者様の生活がより良いものになるよ
て、ご利用者様の生活がより良いものになるよ

うに頑張ります。
うに頑張ります。うに頑張ります。
うに頑張ります。 

御園生美鈴・上井草園
御園生美鈴・上井草園御園生美鈴・上井草園
御園生美鈴・上井草園 

  
 ご利用者様の想いに寄り
ご利用者様の想いに寄りご利用者様の想いに寄り
ご利用者様の想いに寄り

添った介護を目指して、これからも精進していき
添った介護を目指して、これからも精進していき添った介護を目指して、これからも精進していき
添った介護を目指して、これからも精進していき

ます！
ます！ます！
ます！ 

伊藤拓・サンフレンズ
伊藤拓・サンフレンズ伊藤拓・サンフレンズ
伊藤拓・サンフレンズ善福寺

善福寺善福寺
善福寺 

  
 「静かな環境」な
「静かな環境」な「静かな環境」な
「静かな環境」な

がらも日々刺激に満ちあふれており楽しいです。
がらも日々刺激に満ちあふれており楽しいです。がらも日々刺激に満ちあふれており楽しいです。
がらも日々刺激に満ちあふれており楽しいです。 

鈴木翔也・上井草ふれあいの家
鈴木翔也・上井草ふれあいの家鈴木翔也・上井草ふれあいの家
鈴木翔也・上井草ふれあいの家 

  
 利用者の方々に
利用者の方々に利用者の方々に
利用者の方々に

楽しんで貰えるようにふれあいの家を盛り上げて
楽しんで貰えるようにふれあいの家を盛り上げて楽しんで貰えるようにふれあいの家を盛り上げて
楽しんで貰えるようにふれあいの家を盛り上げて

いきます！
いきます！いきます！
いきます！ 

荒内智哉・サンフレンズ善福寺
荒内智哉・サンフレンズ善福寺荒内智哉・サンフレンズ善福寺
荒内智哉・サンフレンズ善福寺 

  
 経験したぶん
経験したぶん経験したぶん
経験したぶん

だけ介助が身につき、やりがいもあり、高齢者
だけ介助が身につき、やりがいもあり、高齢者だけ介助が身につき、やりがいもあり、高齢者
だけ介助が身につき、やりがいもあり、高齢者

好きなら楽しい職場です。
好きなら楽しい職場です。好きなら楽しい職場です。
好きなら楽しい職場です。 

斉藤晋大朗
斉藤晋大朗斉藤晋大朗
斉藤晋大朗・サンフレンズ善福寺

・サンフレンズ善福寺・サンフレンズ善福寺
・サンフレンズ善福寺 

  
 とても働き
とても働きとても働き
とても働き

がいがある仕事です！先輩方も優しい人達ばか
がいがある仕事です！先輩方も優しい人達ばかがいがある仕事です！先輩方も優しい人達ばか
がいがある仕事です！先輩方も優しい人達ばか

りです。
りです。りです。
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サンフレンズ上井草が
サンフレンズ上井草がサンフレンズ上井草が
サンフレンズ上井草が 20周年を迎えました

周年を迎えました周年を迎えました
周年を迎えました 

1 階では一般社団法人 困ったときの SOS によるバザーとすだちの里

のパンの販売がありました！多くの皆さんにお買い求め頂きました。 

そして、サンカフェも臨時営業しました。蒸し暑い季節だったのでアイ

スコーヒーもご用意しました！ 

お昼を挟んで、中

庭で記念植樹を

しました。 

ご入居者も参加

してのお手植え

です！ 

樹木はヤマボウ

シ。高さ３メート

ルもある樹木で

した！！ 

6 月 4 日（日）サンフレンズ上井草開設 20 周

年記念行事を行いました。当日の様子をご紹介

します。 

午前中は上井草園 2 階食堂にて、ご入居者・ご家族が参加して

の記念式典。 

多くの来賓の方にお越し頂き、お祝いのお言葉を頂戴しました。 

昼下がりの眠くなってくる頃に今回の目玉大イベント！ 

サンバチーム「エスプリ」によるサンバ披露です。 

眼も覚めるようなサンバダンスにご入居者も職員も大興

奮でした！ 

そして、記念行事を締めくくるイベント 

地域住民による「上井草・井草地域の戦後の移り変わり」に

ついての講演会です！ 

大勢の地域住民の皆さんにお越し頂きました！ 

1日盛りだくさんでしたが、楽しく1日が過ぎていきました！ 

次は２５周年。またよろしくお願いします。 

（菱木） 



サンフレンズ
サンフレンズサンフレンズ
サンフレンズの新しい事業所

の新しい事業所の新しい事業所
の新しい事業所のお知らせ

のお知らせのお知らせ
のお知らせ 

  
 

平成２９年４月～  ケ ア ２４ 和 田  を担当することになりました。 

新しいケア２４和田の職員の写真と、所長からのご挨拶を掲載いたします。 

 

≪所長の弓谷より≫ 

『杉並区地域包括支援センターケア２４和田』は杉並区から委託を受け運営している高齢者の相談窓口で

す。新たにサンフレンズが平成２９年４月１日から、和田１～３丁目、高円寺南１・５丁目地域を担当（受

託）することになりました。和田ふれあいの家２階に事務所を構えスタートしました。どうぞよろしくお願

いいたします。 

さて、ケア２４の仕事の中には、地域で暮らす高齢者の介護予防や日々の困りごとの相談のほかに「地域

づくり」があります。実は、和田地域は、わたくしたち社会福祉法人サンフレンズの生みの親である友愛の

灯協会が、介護保険の始まる前から 高齢者在宅サービスセンター和田ふれあいの家 を運営しできた ゆか

りの土地です。法人の理念・歴史を大切に、「和田地域に暮らしてよかった」と思ってもらえるよう、地域

住民のみなさま、関係機関の方々と ともに「地域づくり」に取り組んでいければと思っています。 

４月以降、新しい出会いをたくさん作らせていただいております。自転車で地域を走りながら、まだまだ

道に迷ったり、行き止まりに出くわしたりしている私たちですが、地域に出かけていき、みなさんにお逢い

できるのが楽しみです。ぜひ、一緒に地域のことを考えていきませんか！ 

 

事業所閉鎖のお知らせ
事業所閉鎖のお知らせ事業所閉鎖のお知らせ
事業所閉鎖のお知らせ 

  
 

平成２９年３月３１日をもちまして、サンフレンズの前身団体である社団 

法人友愛の灯協会からの流れを汲む老人居宅介護等事業（サンフレンズ訪問 

介護センター）を終了しました。 

地域の皆様には、永きに亘りご愛顧を賜りまして、心より深く感謝を申し 

   上げます。 

 
  
 



＜福引コーナーは毎回盛況です＞ 

＜美味しいお好み焼きできました＞ 

 
  
 

  

 社会福祉法人サンフレンズには暖かいご指導・ご鞭撻をいただいておりま

す。「困ったときのＳＯＳ」は、一般社団法人になって 2年目です。地域の皆

様方の応援で活動持続できていますが、まだまだ周知が十分とはいえません

し、皆様方のニーズにきちんと対応できてもいません。もっとこの地区の皆

様方に寄り添った活動をめざしています。そのために、ご協力をお願いした

いことを述べさせていただきます。 

一つは、地域には１人暮らしの高齢男性は大勢おられます。また、老老介

護に一生懸命の男性もおられます。どこかで息抜きしたいと思われる方に、

短時間でも気軽にくつろげる場を設けたいと思い、「夕方早い時間帯の居酒

屋」を 7 月から開店いたします。カラオケの設備もありますので、是非おで

かけください。二つ目は、ボランティアさん募集です。今は、高齢ご婦人の自主的参加で手芸・洋裁・編み

物・調理、またちょっとした生活上の困りごと支援に携わっていただいています。当事業所の社員も同じく

年々高齢の仲間入りしてきています。募集に年齢は問いません。志と時間を少し提供してお手伝いいただけ

ないでしょうか。ご連絡を心よりお待ちしています。三つ目は、賛助会員になっていただきたいのです。賛

助会費は、一口 3000円です。活動に携わる者はすべてボランティア待遇で、また当事業の登録会員になっ

ていただいています。この会員の会費とＳＯＳ支援利用料とサロンの参加費でほぼ賄われています。 

このＳＯＳ事業に、ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 サンフレンズ応援団についてご存知のない方が多いと思い

ますが、実は 23 年前に発足したボランティアグループなんで

す。社会福祉法人サンフレンズ初代理事長の一番ケ瀬康子先生

が提唱され、その趣旨に賛同した人びとが集い上井草園開設ま

での間、福祉関係の学習会や施設の見学などを続け上井草園の

開設に備えていました。開設されるとすぐに活動を開始しパッ

チワークのベッドカバーや椅子カバーなどを用意し職員の

方々をお迎えしました。 

また、夏祭りや初詣、お花見や七夕まつりといろいろな行事

に参加してきました。年月の経過とともにメンバーも高齢化し

なかなか思うような活動もできなくなりました。しかし地域に

開かれ住民に支えられる運営に取り組んでいるサンフレンズ

の応援団として、声がかかれば喜んでお手伝いする心構えでい

ます。 

 上井草園の夏祭りでは恒例の福引とお好み焼きのお店を開

いています。最近はお好み焼きはガールスカウトの皆さんに    

作っていただいています。 

今年も 8月 20日の夏祭りに参加します。お楽しみに。 



 

 

後援会という存在は、政治家の場合は、支援する当該

政治家を議会に送りその活動を支援するためのマシーン

みたいなものですが、サンフレンズの場合は、それほど

プラクティカル（実際的）ではありません。 

ですから、これまで何をやってきたかというと、サン

フレンズスタッフの外部研修費用の負担とか、大規模調

査費用の支援とか、SOS事業のサポートなどで、影のお助

けマンみたいなものです。 

大したことはできないが、「武士は相見互い」。 

空気のような、連れ添う夫婦のような、心配性の母親

みたいなものとでも言ったらいいのでしょうかね。そういう支援を今年度もしてまいります。 

 

 
  
 

感謝録：サンフレンズ後援会にご寄付、会費を納入くださった方々に、感謝を申し上げます。 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           
                      
           

法人への寄付金および物品等を賜り、厚く御礼申しあげます
法人への寄付金および物品等を賜り、厚く御礼申しあげます法人への寄付金および物品等を賜り、厚く御礼申しあげます
法人への寄付金および物品等を賜り、厚く御礼申しあげます 

  
 

2016年 12 月 1日から 2017年 6月 30日までにご寄付をいただいた順に掲載しています。 

【寄付金】
【寄付金】【寄付金】
【寄付金】窪田憲子様、吉田孝仁様、吉田啓造様、加藤晴康様、加藤恭子様、桂田いと様、桂田良一様、 

斉藤泰一様、サンフレンズ後援会様、河周子様、舩越映子様、上井草自治会様、滝沢淨様、平林せつ子様、 

井口喜一様、鈴木雅之様、鈴木定雄様、匿名希望 6名 

 

【寄付物品】
【寄付物品】【寄付物品】
【寄付物品】酒井一美様、太田明子様、岩﨑守様、佐野秀光様、舩越映子様、池ヶ谷敏江様、 

橋本和子様、黒坂綾子様、奥沢ゆき子様、貝塚佳次様、匿名希望 9名様 

 

期間：2016年 4月 1日～2017年 3月 31日まで（あいうえお順に掲載させていただきます） 

 

ご寄付をいただいた方：
ご寄付をいただいた方：ご寄付をいただいた方：
ご寄付をいただいた方：大西久江様、大西嘉彦様、大村和夫様、金子功子様、清野勝子様、 

篠田崇子様、中山道子様、永田祥子様、野崎賢様、馬場容子様、福川康様、伯耆原功様、 

前田達夫様、（13 名） 

個人会費を納入していただいた方：
個人会費を納入していただいた方：個人会費を納入していただいた方：
個人会費を納入していただいた方：合田和子様、青木利元様、安藤正様、安藤和子様、安藤雄太様、

井上貞子様、今井弘様、岩崎美穂様、岩松彰様、岩本昭彦様、上野登子様、恵美加子様、大友信勝

様、大西久江様、大西路男様、大西嘉彦様、大場文子様、岡本波津子様、織田宏子様、桂田いと様、     

金行直子様、金子功子様、河周子様、河浩介様、川合美智子様、河邉尚之様、きくや青果店様、     

岸岡秀直様、岸野惠子様、北村耕作様、小泉靖男様、小林明子様、小林五十鈴様、小林牧子様、     

小松悦子様、齋藤八重子様、齋藤泰一様、坂本初江様、篠田阿津子様、篠田崇子様、清水わか子様、

白川すみ子様、杉浦幸俊様、高月三世子様、髙橋史子様、滝本保子様、多田哲雄様、田寺徳治様、    

田邉紀行様、鳥井祥子様、中島太吉様、中田芙美子様、中山道子様、仁平正夫様、野崎賢様、      

伯耆原功様、八畠年子様、馬場容子様、羽場令人様、深堀和子様、福川康様、星野絵里様、       

前田達夫様、前田逸子様、間世田美代様、松尾廣高様、松村弘様、松村和子様、松元啓子様、      

三谷一晃様、山﨑和一様、山﨑眞美様、横田英夫様、吉岡順一様、四ツ橋昭子様、小暮久美子様、    

土屋俊彦様、山中京子様、（計 78 名） 

団体会費を納入していただいた方：
団体会費を納入していただいた方：団体会費を納入していただいた方：
団体会費を納入していただいた方：新しいホームをつくる会様、井荻地区民生・児童委員協議会様、 

上井草商店街振興組合様、鈴木組様（4団体） 


