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社会福祉法人 三育ライフ 東京事業所
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎ 特別養護老人ホーム シャローム東久留米
◎ 高齢者在宅サービスセンター シャローム南沢
◎ 認知症対応型共同生活介護 グループホーム白山
◎ 認知症対応型共同生活介護 シャローム本天沼
◎ 東久留米市幸町デイサービスセンター
◎ 東久留米市中部地域包括支援センター
◎ 杉並区立重症心身障害児通所施設わかば

思いやり

理事長

東海林 正樹

社会福祉法人三育ライフ・シャローム東久留米がこの地に開設され25年
が経過しました。神様の守りと行政の皆様のご指導を始め、関係者の皆様
のご支援とご理解に対して、法人を代表し心より御礼申し上げます。
当法人の基本理念は「いのちを敬い、いのちを愛し、いのちに仕えること
によって、神の愛の実現に奉仕する」というものです。一言で言えば、
隣人愛に徹することですが、この25年間、当施設は隣人愛の実践に生きることによって、
神の愛の実現を目指して施設の運営を心掛けました。
長年のインタビユアーとしての経験を踏まえて、聞き手としての心構えや失敗談などを
始め、聞くことに纏わる様々な出会いやエピソードが、ユーモアを交えて書かれている阿
川佐和子著「聞く力」という本の中に、山形県かみのやま温泉の女将さんの次のような話
が紹介されていました。
「明るく接客するということは、自分たちサービス業の人間にとって基本中の基本である。
しかし、お客様の中には、落ち込んでいたり、悲しみに沈んでいたり、心配ごとやイライ
ラを抱えたりしながら、旅館を訪れる方も大勢おられるでしょう。そんな方をお迎えする
とき、ただひたすらに『明るく』していてよいものだろうか。
実際、おかみさん自身がとにかく明るくを心がけて、元気のいい声で、『おはようござ
います！』とご挨拶したところ、『そんなに明るい声で笑いかけられても、こっちは悲し
くなるばかりだ。今、とても悲しい気持ちでいるものでね』と、いともつらそうな顔を向
けられて、深く反省したことがあるそうです。それ以降、『お客様が今どういう気持ちで
いらっしゃるのか』を、子細に尋ねなくとも、様子を見て推し測ることができるようにな
らないと、本当のサービスとは言えないのだと思い知らされたそうです。」
阿川さんは、プロのインタビュアーとして人と相対していく中で、「相手を見るというこ
とは、すなわち相手の心の中は今、どんな状態になっているのかと慮ることでもありま
す」と前置きしてこの話を紹介しているのですが、職業に関わらず、人との関わりにおい
て誰もが心しておくべきことと改めて感じたことでした。
良かれと思って言った言葉が却って相手を傷つけ、寂しい思いを与えることがあります。
忙しさの中で相手を急き立て、人への寄り添いが自分中心になることもあります。私たち
は誰も完全に相手を理解することはできませんが、相手の心の内を思いやり、私たちの言
葉や振る舞いが利用者の皆さんやまわりの方がたの励みとなるように、一層心がけて参り
たいと思います。
平成２９年度 施設内研究発表会
平成２９年１０月１９日（木）に施設内研究発表会が開催されました。
東京YMCA医療福祉専門学校倉持有希子先生をお迎えして５部門の発表に評価を
いただきました。
発表会の様子はシャローム東久留米ホームページでご覧になることができます。

社会福祉法人三育ライフ２５年の歩み
平成３年３月２５日
平成４年５月１日
平成４年７月１日
平成６年４月
平成６年５月
平成１２年４月
平成１３年７月
平成１６年
平成１７年８月

社会福祉法人三育ライフ 法人設立認可
特別養護老人ホーム シャローム東久留米 開設
シャローム南沢デイサービスセンター 開設
シャローム南沢 ホームヘルパー 派遣事業開始
老人デイサービスセンター シャローム若葉（千葉）開設
介護保険施行に伴い居宅介護支援事業所開設
グループホーム白山 受託運営開始
シャローム東久留米 大規模改修工事
シャローム若葉（千葉）
グループホーム虹 第２デイサービスセンター開設
平成１８年４月〜７月 東久留米市 中部包括支援センター、
幸町デイサービスセンター 受託
平成１９年１１月
グループホームシャローム本天沼（杉並区）受託
平成２７年１０月
杉並区立重症心身障害児 通所施設わかば 受託
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会福祉法人三育ライフ 平成２９年 １０月現在
〈高齢者福祉〉
東京９事業所、千葉７事業所
〈障がい者福祉〉
東京１事業所、 千葉２事業所
合計１９事業所
皆様のご支援とご協力により２５周年を迎えることができました。
今後ともご指導とご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

２

２５周年ボランティア感謝の集い

シャローム開設２５周年ボランティア感謝の集いが５月２８日に
行われました。２５年間の歩みはボランティアの方々と共に歩んだ
歴史でもあります。ボランティアの皆様によってシャロームが支え
られてきたことをあらためて感じる式典となりました。

式典の中で、ボランティアの皆様に感謝を込めてお一人ずつに
感謝状を贈呈させていただきました。
今後のご活躍を心から期待しております。

ボランティアとは？
ボランティアとは 「志願者」 「有志者」 という意味を持つ言葉です。
誰もが、自分でできることを自分の意思で、周囲と協力しながら無償で行う活動のことを言います。

〜ボランティア活動の４原則〜
①自主性・自発性 ②社会性・連帯制 ③無償性・無給性 （非営利性） ④創造性・開拓性・先駆性

〜ボランティア活動で気をつけること〜
◎ボランティアは、決して「〜してあげる」活動ではありません。
この地球に共に暮らす仲間としての 「協力者」 です。感傷や憐れみの気持ちは禁物です。
◎活動を続けていると、個人のプライバシーの問題も耳にしてしまうかもしれません。
そんな時にも、秘密は守りましょう。人として信頼関係を保つためには当たり前のことです。
◎自分一人での考えでは、判断が偏ってきてしまいます。
仲間やたくさんの人に相談しながら、広い視野で考えていくことが、より良い活動につながっていくことでしょう。

〜活動をはじめたら〜
ボランティアって続けていくと、たくさんの発見や喜び、充実感が味わえるものです。無理をせず、自分のペースで
長く続けてやっていきましょう。あなたの顔を見ることを心待ちにしてくださる方がいらっしゃるかもしれません。

３

２５年間のボランティア活動に感謝！
番場いつこさんの寄稿
「楽しい２５年間でした。開設年の平成４年の7月に姑が入所させて頂きま
した。最初の頃は、できる雑用のお手伝いをしていました。ヘアーカットは

５年目くらいからでしたね！ずーっと3階です。３階の方々は、 いつも
『初めまして～』なんです。私も『初めまして、よろしくお願いします』と
ご挨拶致します。『カットさせて下さい』とお迎えに行くと、「まぁ〜うれ
しいわ」と云ってくださる方と『私は行きつけが有るから』と断る方もいら
っしゃいました。でも、仕上がると鏡を見てとてもニッコリうれしそうでした。
女性はいくつになっても、おしゃれが大好きですね。
シャロームでのボランティア活動を終えるにあたり、いろんな事を思い出します。
シャロームで、人生の先輩方に教えて頂いた事は、私の宝物です。充実した年月を過ご
させていただいたこと、すべてに感謝です。ありがとうございました。」

番場さんは開設当初からボランティアとして活躍されました。
２５年間、本当にありがとうございました！

新しいボランティアさん
幸町デイサービスセンター
音楽いっぱい人形劇団「てっぺん一座」の皆様が迫力満点の舞台を見
せて下さいました。てっぺん一座は、西東京市にある幼児教室OGのお母
様たちで結成した仲良しグループです。手作りの人形や舞台はプロ級。
迫力ある生演奏が会場の雰囲気をさらに盛り上げてくれました。
児童文学の人形劇団員だった利用者様も大感激、『是非また来て下さい
ね。』末永いおつきあいをよろしくお願い致します。
シャローム南沢 ディサービス
「民謡 泉会」泉 宝童さん
Ｈ29年9月12日(火)に民謡を披露して頂きました。
現在、泉さんは福祉施設でのボランティア活動を数多く行って
おられて、お忙しい中でありましたが日程を調整して頂き、初
の開催の運びとなりました。
民謡を歌われるだけでなく尺八の演奏も披露されました。
利用者様も民謡と尺八の生演奏に喜んでいらっしゃいました。
新年会にもお越し頂けないかとお願いしたところ快諾、明年1月
8日の新年会行事に訪問して頂けることになりました。ご期待下
さい。
今後もたびたび訪問して頂き、利用者様に喜んで頂ける様、
末永くお付き合いして頂ければと願っております。
よろしくお願い致します。

４

平成 ２９ 年度シャローム行事
シャローム祭

クリスマス

お正月 門松（平成30年）

敬 老 会

夏 祭 り

菖蒲園外出

ハワイアンミュージック

餅つき

節 分

東久留米市最高齢おめでとうございます

今回の広報誌の題字は弘内静子様に書いて
いただきました。弘内様は明治４４年生まれの
１０６歳です。東久留米市の最高齢です。

題字のご依頼を快く引き受けてくださいました。
５

事業活動計算書
科

目

シャローム東久留米

平成２８年度
サービス活動収益計

決算報告書

サービス活動費用計
サービス活動増減差額

サービス活動外収益計
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額

特別収益計
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額

幸町デイサービス

シャローム本天沼

事業活動収支の部
事業活動収支の部（収入）
544,797,683
120,559,442
45,505,988
事業活動収支の部（支出）
534,906,690
108,959,803
42,537,833
9,890,993
11,599,639
2,968,155
事業活動外収支の部
事業活動外収支の部（収入）
4,586,584
517,304
391,578
事業活動外収支の部（支出）
2,489,051
138,300
391,500
2,097,533
379,004
78
11,988,526
11,978,643
2,968,233
特別収支の部
特別収支の部（収入）
35,131,940
0
0
特別収支の部（支出）
35,411,761
0
0
△ 279,821
0
0
11,708,705
11,978,643
2,968,233

グループホーム白山

重症心身わかば

38,824,013

41,198,400

43,112,854
△ 4,288,841

35,189,523
6,008,877

525,128

10,971

525,000
128
△ 4,288,713

10,800
171
6,009,048

0

0

0
0
△ 4,288,713

0
0
6,009,048

貸借対照表
科 目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
有形リース資産
権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立資産
長期前払費用
その他の固定資産
資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

科 目

当年度末

前年度末

増減

負債の部
432,202,134
300,827,181
113,625,503
9,317,353
1,341,126
0
7,090,971
0
766,859,233
552,639,505
1,800,000
550,839,505
214,219,728
0
3,673,916
5,923,708
3,071,115
41,051,941
5,922,000
828,580
2,165,605
43,936,276
107,000,000
644,587
2000
1,199,061,367

405,659,603
282,724,412
117,474,217
901,466
1,701,328
0
2,858,180
0
771,823,085
555,825,571
1,800,000
554,025,571
215,997,514
0
4,662,565
6,395,220
4,004,895
38,643,127
7,434,000
828,580
3,429,591
42,357,946
107,000,000
1,239,590
2000
1,177,482,688

26,542,531
18,102,769
△ 3,848,714
8,415,887
△ 360,202
0
4,232,791
0
△ 4,963,852
△ 3,186,066
0
△ 3,186,066
1,777,786
0
△ 988,649
△ 471,512
△ 933,780
2,408,814
△ 1,512,000
0
△ 1,263,986
1,578,330
0
△ 595,003
0
21,578,679

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給与引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動収支差額

60,185,426
33,394,249
1,512,000
5,779,177
0
19,500,000
48,220,276
4,284,000
43,936,276
108,405,702

56,821,271
34,682,739
1,512,000
2,124,705
1,143,827
17,358,000
48,153,946
5,796,000
42,357,946
104,975,217

3,364,155
△ 1,288,490
0
3,654,472
△ 1,143,827
2,142,000
66,330
△ 1,512,000
1,578,330
3,430,485

164,350,000
164,350,000
399,695,609
399,695,609
107,000,000
0
0
107,000,000
419,610,056

164,350,000
164,350,000
409,923,331
409,923,331
107,000,000
0
0
107,000,000
391,234,140

0
0
△ 10,227,722
△ 10,227,722
0
0
0
0
28,375,916

次期繰越活動収支差額
（うち当期活動収支差額）

419,610,056
28,375,916

391,234,140
19,566,554

28,375,916
8,809,362

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,090,655,665
1,199,061,367

1,072,507,471
1,177,482,688

18,148,194
21,578,679

平成２８年度 寄付金者名簿 （2017年3月末日まで)
町 田 秀三郎 様
田中 邦子 様
石 川 公司郎 様
番 場 いつ子 様
山田 淳子 様
田中 和枝 様
安河内 アキラ 様
佐 藤 紀久榮 様
腰塚 民男 様
（順不同）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セブンスデーアドベンチスト教団 様
セブンスデーアドベンチスト小金井教会 様 （順不同）

〒203-0023
東久留米市南沢5-18-36
TEL/042-467-1561
発行責任者 / 我 謝 悟
編集責任者 / 武 田 忠 雄
作
成/ 広報委員会

資格取得者
社会福祉士

阿部 浩行

介護福祉士

渡辺 愛香

職員募集中！
私たちと一緒に働きませんか。
詳細はホームページをご覧ください。

（福）三育ライフ東京事業所各施設の紹介や行事等の報告も定期的に掲載しています。
就職や講座に関することも随時お知らせいたします。施設長ブログもご覧ください。

