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　昨年の6月に、職員がメンバーの「経営改善計画策定プロジェクトチーム」をスタートさせ、

第5次経営改善計画づくりを検討してきました。去る3月22日の経営会議において計画案がま

とまり、同月下旬の評議員会、理事会において、議決を頂いたところでございます。

　第5次経営改善計画は、平成28年度を初年度とする計画期間5年の中期計画となります。

　計画は経営理念、「ともに歩もう　しあわせでゆたかな　まちをつくるために」を実現する

ために、事業団の5年後のあるべき姿として、次のような法人像を、様々な機会に発信するこ

とにしています。

《外部に向かって》

・ 地域福祉の拠点として信頼される法人

・ 本来事業や地域貢献事業で期待される法人

・ 機能力や資金力を充実させた地域に根差した法人

《内部に向かって》

・ 生き甲斐のある法人

・ 安心して仕事ができる法人

・ 事業団職員であることを誇りに思う法人

　計画を進めるための基本方針としては、

　　平成26年度策定の財政健全化方針に沿い、職員一丸となって、無駄・無理・ムラのない業

　務効率の向上に努めるとともに、施設利用率向上による収入増を図り、経営基盤の確立のも

　とに利用者本位のサービスを推進することとしています。

　　計画内容は、多岐にわたっていますが、その中で、新たな計画課題の一つ、「ワーク・ラ

　イフ・バランスの推進」を述べたいと思います。

　　働き方を見直し、働きやすい職場環境を整えて、職員の仕事面や家庭生活面、両面にわた

　って満足度の向上を目指します。満足度が向上することで、職員のモチベーションや職務の

　充実度もあがることを図ります。優秀な人材の確保にもつながり好循環が期待できることも

　狙うものです。

　新年度には、計画の確実な推進を図るために、法人事務局に「経営改革

課」を創設します。理事、評議員をはじめとする関係者のご理解やご協力

を賜ることと、職員の英知を集めて計画の実現を図り、経営基盤の安定化

に努めることを決意しているところです。

社会福祉法人豊島区社会福祉事業団

理事長 高橋 計之
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平成平成平成平成28282828年度当初にあたってご挨拶年度当初にあたってご挨拶年度当初にあたってご挨拶年度当初にあたってご挨拶



　事業団の事業を継続していくうえで最大の課題となる3特養の大規模改修につ
いて、これまで鋭意検討を進めてまいりましたが、豊島区との間の補助金の協議
が整い、いよいよ実現の運びとなりました。第一弾となる「菊かおる園」の改修
工事を本年6月に着工し、翌29年度にかけて工期は約1年となる予定です。その
間は安全を第一に、騒音、震動といったご利用者や近隣への影響を最小限度に抑
えるよう努めてまいりますので、皆様のご理解とご協力を切にお願い申し上げる
次第です。
　今回の改修にあたっては、一部施設の用途変更を行い、訪問介護ステーション
を既にケアハウス棟1階に移設しています。また、豊島区が今年度からモデル事
業として実施する介護予防センター事業を事業団で受託し、準備が整い次第、同
じフロアで運営を開始します。また、特養に併設している地域包括支援センター
の位置も変更します。
　これらの改修にかかる総事業費はおよそ8億5千万円で、区の補助金を除いた
事業団の自己負担は1億8千700万円となる見込みです。自己資金と借入金で対
応してまいりますが、平成30年度以降も区の補助を仰ぎながら、「アトリエ村」
「風かおる里」と、順次改修を進めていく所存です。
　区の補助を受けた残余については借入金が必要ですので、その返済を進めてい
くには、経営基盤の確立が不可欠です。2年後の介護保険制度改正も視野に入れ
て、収支のバランスがとれた安定経営を長期に実現しなければなりません。その
ためには、職員参加を得てまとめた「財政健全化計画」の実行が不可欠であり、
施設利用率の向上による増収と、人件費の抑制をはじめとする経費削減策に取り
組むとともに、本年度からスタートする第5次経営改善計画を着実に推進してい
く必要があります。さらに、新たなサービス加算の取得や事業展開といった新機
軸を打ち出すなど、思い切った事業戦略や経営戦略の構築が必要です。そのため、
中長期的な経営戦略を総合的、集中的に検討する「経営改革課長」を事務局に設
置いたします。
　平成28年度、29年度には、社会福祉法人制度の大幅な改正も予定されていま
す。制度改正の趣旨を十分に理解し、経営環境の変化をチャンスととらえ直して、
今後もご利用者や家族の皆様をはじめ、地域の方々の期待に応えていかなければ
なりません。事業団のサービスに関わる皆様一人ひとりの尊厳と安心、そして職
員の充実した職業生活を今後も確保するために、利用者・家族、地域住民、行政
や様々な団体などと手を携え、職員一同、なお一層の努力を重ねてまいります。

平成28年度事業計画はホームページトップページの
「事業団について」タブからご覧いただけます。
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アトリエ村には年間延べ四千人近くもの方がボランアトリエ村には年間延べ四千人近くもの方がボランアトリエ村には年間延べ四千人近くもの方がボランアトリエ村には年間延べ四千人近くもの方がボラン
ティアとして来てくださっています。中心となるのは専ティアとして来てくださっています。中心となるのは専ティアとして来てくださっています。中心となるのは専ティアとして来てくださっています。中心となるのは専
任のボランティアコーディネーター（ＶＣ）の二人です。任のボランティアコーディネーター（ＶＣ）の二人です。任のボランティアコーディネーター（ＶＣ）の二人です。任のボランティアコーディネーター（ＶＣ）の二人です。

施設ではボランティア委員と協力し、新しく来て下さるボランティアさんのご要望を丁寧施設ではボランティア委員と協力し、新しく来て下さるボランティアさんのご要望を丁寧施設ではボランティア委員と協力し、新しく来て下さるボランティアさんのご要望を丁寧施設ではボランティア委員と協力し、新しく来て下さるボランティアさんのご要望を丁寧
に聞きとりをしています。できることがあれば何でもという方から掃除、演芸、書道などに聞きとりをしています。できることがあれば何でもという方から掃除、演芸、書道などに聞きとりをしています。できることがあれば何でもという方から掃除、演芸、書道などに聞きとりをしています。できることがあれば何でもという方から掃除、演芸、書道など
様々なご要望があります。ご利用者の声と現場の状況に応じてその方のためのプログ様々なご要望があります。ご利用者の声と現場の状況に応じてその方のためのプログ様々なご要望があります。ご利用者の声と現場の状況に応じてその方のためのプログ様々なご要望があります。ご利用者の声と現場の状況に応じてその方のためのプログ
ラムを作っています。このようにして施設、近隣の地域からボランティアさんのさらなる充ラムを作っています。このようにして施設、近隣の地域からボランティアさんのさらなる充ラムを作っています。このようにして施設、近隣の地域からボランティアさんのさらなる充ラムを作っています。このようにして施設、近隣の地域からボランティアさんのさらなる充
実を図っています。実を図っています。実を図っています。実を図っています。

今後は地域の中の助け合いのしくみをつくっていきたいと考え今後は地域の中の助け合いのしくみをつくっていきたいと考え今後は地域の中の助け合いのしくみをつくっていきたいと考え今後は地域の中の助け合いのしくみをつくっていきたいと考え
ています。地域には色々な人がいます。それぞれの方の能力をています。地域には色々な人がいます。それぞれの方の能力をています。地域には色々な人がいます。それぞれの方の能力をています。地域には色々な人がいます。それぞれの方の能力を
活かし、行政や企業では埋めることのできないちょっとした困り活かし、行政や企業では埋めることのできないちょっとした困り活かし、行政や企業では埋めることのできないちょっとした困り活かし、行政や企業では埋めることのできないちょっとした困り
ごとに対応できるしくみです。私たちは自分のいる組織の外にごとに対応できるしくみです。私たちは自分のいる組織の外にごとに対応できるしくみです。私たちは自分のいる組織の外にごとに対応できるしくみです。私たちは自分のいる組織の外に
出て、新しい視野とつながりをもつことがよりよい支援につなが出て、新しい視野とつながりをもつことがよりよい支援につなが出て、新しい視野とつながりをもつことがよりよい支援につなが出て、新しい視野とつながりをもつことがよりよい支援につなが
ると考えています。これから更にボランティアステーションアトリると考えています。これから更にボランティアステーションアトリると考えています。これから更にボランティアステーションアトリると考えています。これから更にボランティアステーションアトリ
エを軌道にのせて発信していきたいと思います。エを軌道にのせて発信していきたいと思います。エを軌道にのせて発信していきたいと思います。エを軌道にのせて発信していきたいと思います。

アトリエ村居宅介護支援事業所では2名のケアマネジャーが在籍してアトリエ村居宅介護支援事業所では2名のケアマネジャーが在籍してアトリエ村居宅介護支援事業所では2名のケアマネジャーが在籍してアトリエ村居宅介護支援事業所では2名のケアマネジャーが在籍して
おります。おります。おります。おります。
ご利用者やご家族のご要望にきめ細かく対応し、「ケアプラン」を一緒にご利用者やご家族のご要望にきめ細かく対応し、「ケアプラン」を一緒にご利用者やご家族のご要望にきめ細かく対応し、「ケアプラン」を一緒にご利用者やご家族のご要望にきめ細かく対応し、「ケアプラン」を一緒に
作成し、住み慣れた地域での生活が可能な限り継続できるように作成し、住み慣れた地域での生活が可能な限り継続できるように作成し、住み慣れた地域での生活が可能な限り継続できるように作成し、住み慣れた地域での生活が可能な限り継続できるように
支援をさせて頂いておりますので是非、お気軽にご相談ください。支援をさせて頂いておりますので是非、お気軽にご相談ください。支援をさせて頂いておりますので是非、お気軽にご相談ください。支援をさせて頂いておりますので是非、お気軽にご相談ください。

★★★★松﨑ＶＣ松﨑ＶＣ松﨑ＶＣ松﨑ＶＣ ★★★★布施川ＶＣ布施川ＶＣ布施川ＶＣ布施川ＶＣ

居宅介護支援事業所

特別養護老人ホーム



平成２７年４月からは日曜日も営業しています。平成２７年４月からは日曜日も営業しています。平成２７年４月からは日曜日も営業しています。平成２７年４月からは日曜日も営業しています。
現在10名前後の方がご利用しており、体操やトラ現在10名前後の方がご利用しており、体操やトラ現在10名前後の方がご利用しており、体操やトラ現在10名前後の方がご利用しており、体操やトラ
ンプ、ピアノ演奏などの活動を楽しみながら、少人ンプ、ピアノ演奏などの活動を楽しみながら、少人ンプ、ピアノ演奏などの活動を楽しみながら、少人ンプ、ピアノ演奏などの活動を楽しみながら、少人
数ならではの穏やかで、のんびりとした1日を過し数ならではの穏やかで、のんびりとした1日を過し数ならではの穏やかで、のんびりとした1日を過し数ならではの穏やかで、のんびりとした1日を過し
ています。ご利用者から「アトリエは楽しい」というています。ご利用者から「アトリエは楽しい」というています。ご利用者から「アトリエは楽しい」というています。ご利用者から「アトリエは楽しい」という
お言葉も頂いています！お言葉も頂いています！お言葉も頂いています！お言葉も頂いています！

アトリエ村高齢者総合相談センターでは、地域住民、地元の商店会、民生委員、ケアアトリエ村高齢者総合相談センターでは、地域住民、地元の商店会、民生委員、ケアアトリエ村高齢者総合相談センターでは、地域住民、地元の商店会、民生委員、ケアアトリエ村高齢者総合相談センターでは、地域住民、地元の商店会、民生委員、ケア
マネジャーなどの皆さんと連携し、「見守りと支えあいの運動」を展開しています。マネジャーなどの皆さんと連携し、「見守りと支えあいの運動」を展開しています。マネジャーなどの皆さんと連携し、「見守りと支えあいの運動」を展開しています。マネジャーなどの皆さんと連携し、「見守りと支えあいの運動」を展開しています。
「町で困っている人を見かけたらステッカーのお店に教えてください。「町で困っている人を見かけたらステッカーのお店に教えてください。「町で困っている人を見かけたらステッカーのお店に教えてください。「町で困っている人を見かけたらステッカーのお店に教えてください。
お店の人が高齢者総合相談センターに連絡してくれますよ」という趣旨です。お店の人が高齢者総合相談センターに連絡してくれますよ」という趣旨です。お店の人が高齢者総合相談センターに連絡してくれますよ」という趣旨です。お店の人が高齢者総合相談センターに連絡してくれますよ」という趣旨です。
アトリエ村周辺から始まりましたが、東長崎南口にも広がりつつあります。アトリエ村周辺から始まりましたが、東長崎南口にも広がりつつあります。アトリエ村周辺から始まりましたが、東長崎南口にも広がりつつあります。アトリエ村周辺から始まりましたが、東長崎南口にも広がりつつあります。
ステッカーを探してくださいね。ステッカーを探してくださいね。ステッカーを探してくださいね。ステッカーを探してくださいね。

アトリエ村デイサービスは、定員５０名のデイサービスアトリエ村デイサービスは、定員５０名のデイサービスアトリエ村デイサービスは、定員５０名のデイサービスアトリエ村デイサービスは、定員５０名のデイサービス
です。ボランティアによる音楽・踊り・演芸などバラエです。ボランティアによる音楽・踊り・演芸などバラエです。ボランティアによる音楽・踊り・演芸などバラエです。ボランティアによる音楽・踊り・演芸などバラエ
ティーに富んだプログラムを毎日のように提供していまティーに富んだプログラムを毎日のように提供していまティーに富んだプログラムを毎日のように提供していまティーに富んだプログラムを毎日のように提供していま
す。す。す。す。
また、書道・陶芸など一人ひとりにあった活動もあり、楽また、書道・陶芸など一人ひとりにあった活動もあり、楽また、書道・陶芸など一人ひとりにあった活動もあり、楽また、書道・陶芸など一人ひとりにあった活動もあり、楽
しい時間が過ごせます。活動以外にも、細かいシャしい時間が過ごせます。活動以外にも、細かいシャしい時間が過ごせます。活動以外にも、細かいシャしい時間が過ごせます。活動以外にも、細かいシャ
ワーを浴びて温まる「ミスト浴」と、家庭と同じタイプのワーを浴びて温まる「ミスト浴」と、家庭と同じタイプのワーを浴びて温まる「ミスト浴」と、家庭と同じタイプのワーを浴びて温まる「ミスト浴」と、家庭と同じタイプの
「個浴」もある入浴サービス。リハビリも集団体操、個別「個浴」もある入浴サービス。リハビリも集団体操、個別「個浴」もある入浴サービス。リハビリも集団体操、個別「個浴」もある入浴サービス。リハビリも集団体操、個別
リハビリを行っており、体の状態を維持・向上するためリハビリを行っており、体の状態を維持・向上するためリハビリを行っており、体の状態を維持・向上するためリハビリを行っており、体の状態を維持・向上するため
のプログラムをご用意しています。のプログラムをご用意しています。のプログラムをご用意しています。のプログラムをご用意しています。

デイサービス

高齢者総合相談センター



  ステーション事務所は こちらから  ステーション事務所は こちらから  ステーション事務所は こちらから  ステーション事務所は こちらから

　　　ステーションスタッフがお待ちしています　　　ステーションスタッフがお待ちしています　　　ステーションスタッフがお待ちしています　　　ステーションスタッフがお待ちしています

 訪問介護ステーション 新所在地： 　豊島区西巣鴨　2-30-19
 ケアハウス菊かおる園内１階

✥✥✥✥訪問訪問訪問訪問ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー ✥✥✥✥ガイドヘルパーガイドヘルパーガイドヘルパーガイドヘルパー

①①①①介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方 ①①①①　　　　ガイドガイドガイドガイド経験経験経験経験のあるのあるのあるのある方方方方

②②②②　　　　同行援護従事者研修修了同行援護従事者研修修了同行援護従事者研修修了同行援護従事者研修修了のののの方方方方

③③③③今後今後今後今後、、、、受講受講受講受講をををを考考考考えているえているえているえている方方方方 ③③③③　　　　これからやってみたいとこれからやってみたいとこれからやってみたいとこれからやってみたいと思思思思っているっているっているっている方方方方

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

②②②②介護職員初任者研修介護職員初任者研修介護職員初任者研修介護職員初任者研修（（（（旧旧旧旧ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー
　 　 　 　 ２２２２級級級級））））修了者修了者修了者修了者、、、、またはまたはまたはまたは受講中受講中受講中受講中のののの方方方方

訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護ステーションではステーションではステーションではステーションでは、、、、ごごごご一緒一緒一緒一緒にににに働働働働けるけるけるける方方方方をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています

❏❏❏❏移転移転移転移転しましたしましたしましたしました

❏住み慣れた家で

　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しています。
　現在、130世帯のお宅に訪問させていた
だいています。

　みなさん、こんにちは。訪問介護ステーション
が再度移転して、西巣鴨に戻ってきました。
　ケアハウス菊かおる園の「喫茶そよかぜ」の
前に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
障害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６０人ほどのスタッフで事業
を展開しています。

募 集 中 で す



 

☆新園舎・新園庭になりました☆ 

 駒込第三保育園は、一年間の改修工事を終えて、新しい園舎に生まれ変わりました。木のぬくもりを大切

にし、自然の中で元気よく育つ子どもを育みます。玄関は、ひのきのシンボルツリーが出迎えます。全保育

室が床暖房となっており、昼寝はコットベットで包まれながら眠ります。安心して過ごせる環境づくりを心

掛けながら、食育や地域とのふれあい交流も大切にして行きたいと思っています。また、豊島区ソメイヨシ

ノ・プロジェクトにより、複合施設すべてにサクラのイメージが施されました。新しい“駒三”をどうぞお

楽しみください。 

 

♪想像を超えた子どもの力♪ 

 新しい園庭には、オリジナルの複合遊具が完成いたしました。主体性を育む環境づくりをコンセプトに、

広い園庭には、自分の力で登るロープやクライミングがあり階段はありません。自分で登れる子どもしか大

きな滑り台では滑れないのです。しかし、オープンした初日からロープを使わずに登る姿が見られ、１歳児

もクライミングを登り切りました。手と足を使い、体中の神経を集中させて登っていく姿はたくましさを物

語ります。 

子ども自身が育つ場としてスタートした園庭はどんどん変化してゆくことでしょう。 

 

＊事業団の保育園として１０年目を迎えました＊ 

 駒込第三保育園は平成１８年に公設民営園となり、運営主体が豊島区から事業団に変わりました。これま

で約２３０名の卒園生を見送り、今年も３月に２３名の卒園児がそれぞれの小学校へと旅立ちました。卒園

児にとって「ふるさと」のような存在でありたいと常に思います。「楽しかった思い出」を胸に、自信に満

ちた笑顔で小学校生活を過ごしていける事を心から祈っています。 

 

 



新規採用職員紹介（２０１６年１月～４月）新規採用職員紹介（２０１６年１月～４月）新規採用職員紹介（２０１６年１月～４月）新規採用職員紹介（２０１６年１月～４月）

氏名：小野　奈緒美 所属：アトリエ村 職種：施設長

氏名：古野　弘明 所属：風かおる里 職種：ケアワーカー

氏名：吉岡　さとみ 所属：菊かおる園 職種：ケアワーカー

氏名：佐藤　優 所属：駒込第三保育園 職種：保育士

氏名：舘岡　仁美 所属：駒込第三保育園 職種：保育士

氏名：中澤　建太 所属：駒込第三保育園 職種：保育士

氏名：中村　あんの 所属：駒込第三保育園 職種：保育士

氏名：東山　和美 所属：駒込第三保育園 職種：保育士

氏名：北畠　ゆきの 所属：南大塚保育園 職種：保育士

ご寄附をいただきました方々に心より御礼申し上げます。ご寄附をいただきました方々に心より御礼申し上げます。ご寄附をいただきました方々に心より御礼申し上げます。ご寄附をいただきました方々に心より御礼申し上げます。

社会福祉法人豊島区社会福祉事業団　社会福祉法人豊島区社会福祉事業団　社会福祉法人豊島区社会福祉事業団　社会福祉法人豊島区社会福祉事業団　施設等案内施設等案内施設等案内施設等案内

〒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/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〕：03-5956-1731　E-mail〔共通〕：satation@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

西巣鴨さくらそう保育園西巣鴨さくらそう保育園西巣鴨さくらそう保育園西巣鴨さくらそう保育園

特別養護老人ホーム菊かおる園特別養護老人ホーム菊かおる園特別養護老人ホーム菊かおる園特別養護老人ホーム菊かおる園

グループホーム小菊の家グループホーム小菊の家グループホーム小菊の家グループホーム小菊の家

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上池袋豊寿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高齢者在宅サービスセンター長崎第二豊寿園高齢者在宅サービスセンター長崎第二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豊島区社会福祉事業団訪問介護ステーション豊島区社会福祉事業団訪問介護ステーション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）東部高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）東部高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）東部高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）

豊島区立南大塚保育園豊島区立南大塚保育園豊島区立南大塚保育園豊島区立南大塚保育園

事務局事務局事務局事務局

特別養護老人ホームアトリエ村特別養護老人ホームアトリエ村特別養護老人ホームアトリエ村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風かおる里特別養護老人ホーム風かおる里特別養護老人ホーム風かおる里

豊島区立駒込第三保育園豊島区立駒込第三保育園豊島区立駒込第三保育園豊島区立駒込第三保育園

寄付金品贈呈者寄付金品贈呈者寄付金品贈呈者寄付金品贈呈者（（（（２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年１１１１月月月月～～～～３３３３月月月月））））

大森 伸二 様 加藤 昌子 様

多田 俊章 様 土井 裕子 様

様 ６件
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