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　東京聖労院は、「その時代時代の社会福祉課題」に「無私無欲」「先駆

性」「開拓性」の精神で果敢に取り組み、その成果を以って公の利益に資

するものとして存在します。

１．	東京聖労院は、規則・法令を遵守し、安全・確実・迅速に対応します。

２．	東京聖労院は、地域に根ざし、地域に信頼され、地域に支援される

施設づくりを行います。

３．	東京聖労院は、職員を「人財」として尊重し、職員満足（Employee	

Satisfaction）の向上に取り組みます。

４．	東京聖労院は、ご利用者の満足（Customer	Satisfaction）を我々の

喜びとし、ご利用者が安心し、ご利用者に信頼される福祉サービスを

提供します。

５．	東京聖労院は、行政及び関連企業等と双方の発展を目的としたパート

ナーシップを大切にし、公平･誠実な関係を築きます。

　東京聖労院の職員は、「四恩報謝」（天地・父母・国・衆生の恩に報い、

感謝するこころ）の教えに根本を置いた「聖労」（報いを求めない聖
き よ

き労

働）を実践し、「地域とともに育つ」ことを常に忘れず、社会福祉の目的の

実現をめざします。

東京聖労院　基本理念
存在意義

基本理念

行動指針
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つきみの園　創設20周年を迎えて

地域の高齢者福祉の総合的拠点として、
地域と共に歩んでいきます。

社会福祉法人東京聖労院が運営する、特別養護老人ホームつきみの園が創設20周年を
迎えることができました。これは小金井市の、ご利用者、ご家族、地域住民、自治体、議会、
多くの医療、福祉団体、地域団体の方々のお支えの賜物であり、心から御礼と感謝を申し
上げます。創設の時期は、公的介護保険制度開始の時期に重なり、自治体も高齢化への
対応施策が強く求められている時期でした。つきみの園は、東京農工大学小金井キャン
パスの玄関前という素晴らしい場所にあります。国有地であったこの場所に、東京聖労院
が、つきみの園を建設することができましたのは、小金井市に特別養護老人ホームを建設
したいという、東京聖労院の思いと、小金井市当局と市議会の、高齢福祉を進める並々
ならぬお気持ちと働きがあったことで実現できたものであります。このような経過もあり、つき
みの園は小金井市民の皆様とともに手を携え、高齢者福祉の総合的拠点としての役割を
果たし、地域に信頼され、支援されるよう全力で努めてまいりました。

毎年、年間3000人を超えるボランティアの方々が施設にお見えになり、利用者と交流し、
暖かい地域とのつながりをつくり続けて下さっています。地域とつながる、前庭の花壇と桜の
木も大きく育ってまいりました。様々な関係者とのネットワークが広がり、高齢者の安心した
豊かな生活を支えていただいています。

新型コロナウイルス感染症の長期にわたる福祉現場への影響の中、東京聖労院は高齢
者のいのちと生活を守るため、職員は強い緊張感を持ちながら業務に携っており、職員の
強い使命感と適切な対応、献身、それを支え支援してくださるご家族や多くの関係者に、
心から感謝申し上げます。一方で、ご利用者やご家族には、利用の自粛や面会制限などを
お願いし、つらい思いをされていることに心を痛めております。およそ100年前、世界を襲った

「スペイン風邪」は、当時日本の人口5666万人の、およそ半数の2380万人を罹患させ、
死者は10万8000人という凄まじいものでした。第一波が襲った1918年は、創始者たちが、
東京聖労院の前身の事業を開始した年でもありました。創始者たちの思い、実践を100年
受け継いでいる法人として、今後も関係者の方 と々協力しながら、新型コロナウイルス感染症
にもしっかり対応し、つきみの園が、地域の高齢者福祉の総合的拠点としての役割をさらに
果たしていけるよう、地域と共に歩んでいきたいと思っております。今後ともよろしくお願い
申し上げます。

社会福祉法人　東京聖労院
理事長  　　　和田敏明
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創立２０周年を祝して

小金井市長　西岡 真一郎

特別養護老人ホーム「つきみの園」が創立20周年を
迎えられ、記念誌を発行されますことは誠に意義深く
心よりお祝い申し上げます。

平成12年4月1日の介護保険制度の開始と同時に誕
生したつきみの園は、中町高齢者在宅サービスセン
ター、中町ヘルパーステーション、居宅介護支援所つき
みの及び小金井ひがし地域包括支援センターを併設す
る在宅複合型の施設として、小金井市の高齢者福祉
の向上に大きく寄与しております。そして、これまでの
たゆまぬご努力により、地域における厚い信頼を得てこ
られました。関係者の皆様の長きにわたる多大なご尽
力に厚く御礼と感謝を申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の流行により、社会全体の生
活様式が大きく変化し、高齢者の生活も大きな影響を受け
ました。その結果、高齢者の身体機能（ADL）の低下や
持病の症状悪化などが危惧され、要介護者や認知症高
齢者が増加することが考えられます。また、社会的なつな
がりが無くなることで、孤立状態の高齢者が増加し、地域
のコミュニティ機能の低下等が懸念されています。

こうした中、つきみの園は、すべての市民が健康で
安心した生活を送ることができるよう努力してこられまし
た。また、介護や支援が必要となった際にも、住み慣
れた地域で尊厳を持って暮らし続けることができるよう事
業を発展され、常に地域のニーズにお応えいただいて
おり、私は感謝の念に堪えません。改めて心より御礼申
し上げます。　

小金井市では現在、地域包括ケアシステムの構築、
地域共生社会の実現、災害・感染症対策等、近年の
社会潮流を踏まえつつ、現状の課題を整理しながら施
策の取組を進めているところです。今後も住民福祉のさ
らなる増進に努めるため、つきみの園と強固な連携のも
と力を尽くしてまいります。

結びに、20年から次の道標に向けて、特別養護老人
ホーム「つきみの園」の更なる発展を祈念申し上げ、お
祝いの言葉といたします。

つきみの園　創立20周年を寿ぐ

前小金井市長　稲葉 孝彦

特別養護老人ホームつきみの園、創立20周年記念
誌の発刊誠におめでとうございます。

高邁な理想を実践する社会福祉法人東京聖労院が
運営法人となるつきみの園が小金井市に果たした業績
は限りなく、多くの市民がその恩恵を享受してきました。
心から感謝申し上げます。

思い起こしますと創立の平成12年は、介護保険制度
が導入されるなど、高齢化となる社会現象への対応が
市にも強く求められていました。その様な状況下で悲願
の特別養護老人ホームが市の中心部に開設されたこと
は、市民にとっても大きな喜びでした。

創立式典で私は、「開設に当たって頑張ったのは
大久保慎七前市長であり、私が来賓代表で挨拶する
のは心苦しい。しかし、これからの運営に関しては、
私が責任をもって協力させていただきます」と挨拶したこ
とが昨日のように思い出されます。

その後20年、市のニーズに応えて次々に事業を拡充
させる中で、高齢福祉等の充実に大きな貢献をされま
した。これまで、大勢の高齢者が恵まれた環境と、行
き届いたサービスの中で幸せが実感できる生活をおくっ
ています。

また、つきみの園は地域にとけこむとともに、多くの
ボランティアの支えが、施設活性化の一端を担ってい
ます。

私は市長時代、施設の行事等に積極的に参加する
とともに、自由に施設内を見学させていただき、利用者
や職員の皆さんと親しく交流させていただいたのは大切
な思い出です。

現在、想像を絶する新型コロナウイルス感染拡大が
世界中を震撼させており、施設の運営にも大きな影響を
与えています。この苦難を皆で力を合わせて乗り越えて
いただきたいと思います。

この創立20周年記念誌の発刊を契機に、さらなる
つきみの園の発展を願っています。
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特別養護老人ホームつきみの園
創立２０周年を記念して

社会福祉法人
小金井市社会福祉協議会

会長　芳須 保行

特別養護老人ホームつきみの園が本年創立20周年
を迎えられたことに対して、心からお祝い申し上げます。

平成12年に市内2番目の特別養護老人ホームとして、
大きな期待と共に開設され、これまで様々な活動をされ
てきました。貴法人の理念の一つである「地域と共に育
つ」を実践され、小金井市民の皆様と共に住み慣れた
地域で自分らしく生きることを実現していることは、社会
福祉協議会にとっても事業推進の一助を担っていただ
いていると認識し、頼もしくあります。

これからの社会福祉は、少子高齢化が進行する中
で、多様化し、対応の難しいかかわりも増え、地域で
のつきみの園の存在は、よりその重要度は増していくと
思います。

つきみの園の事業を支えてこられました役員職員の
方々、その他関係者の皆様のご健勝とご発展を祈念し、
より一層の飛躍を遂げられますようご期待申し上げまし
て、私の挨拶とさせていただきます。

特別養護老人ホームつきみの園
20周年記念おめでとうございます

社会福祉法人友好福祉会
こむぎ保育園 園長　長岡 嬉

この度はつきみの園創立20周年記念を心よりお祝い
申し上げます。

つきみの園とのご縁を頂いたのは、2010年のこむぎ保
育園創立2年目の春の事でした。園児がお伺いし、何
か交流をさせて頂けないかと、こちらからの急なお電話
に、鈴木施設長様は快くお引き受け下さいました。貴
施設と当園は園児の足で30分程度の距離ということも
あり、保育活動の一環として、主に5歳児を中心に2か
月に1回のペースで、現在も行かせて頂いております。
簡単な手遊びや歌などをご利用者様に見て頂き、その
後、認知症病棟のご利用者様とも園児が触れ合う機会
を作ってくださっています。ご利用者様は気さくなお声
掛けや握手を毎回園児にして下さり、子ども達は楽し
いひとときを過ごさせて頂いています。現在は核家族化
が進み、祖父母の方々に会う機会も少なくなっている園
児が多く、「おばあちゃんの手って小さいね。」と微笑み
ながら感想を述べる園児もいて、ここでの経験は、きっ
と生涯忘れられない思い出になることでしょう。またご
利用者の方々からは「うちの孫もちょうど、このぐらいな
の。」と懐かしそうに笑顔で話して下さる時は、胸が熱く
なります。また年に1回、つきみの園のボランティアスタッ
フの方々が腹話術を子ども達に見せて下さり、重ねて
お礼申し上げます。

ここ最近は、感染症等の心配から、お伺いすること
が出来ない日々 が続いておりますが、いつの日か再開で
きる日をこむぎ保育園一同、心待ちにしています。

いつも訪問させて頂く度に感じる事は、大変お忙しい
中、スタッフの方々全員が、園児と職員へ丁寧な挨拶
と配慮を毎回欠かさずして下さることです。施設をご利
用される多くの関係者の方々が私たちと同じ「ホスピタリ
ティ」を感じ、多様な社会的ニーズにも答えてこられた
実績が、この20年という大きな歩みにつながられたこと
と思います。これからも益々のご繁栄とご発展を祈念し、
皆様方のご健康とご多幸を願い、お祝いの言葉とさせ
ていただきます。本当におめでとうございます。
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新木町会会長　鈴木 竹男

つきみの園創立20周年誠におめでとうございます。
「養護老人ホーム」、いざ利用するとなれば遠方も覚悟
しなければ・・・それが20年前、この町内会にできる報
に接し、“有難い”とつい昨日のように思い出します。

実際、この間地域のご家族のお年寄りが貴園への
入所・通所と楽しく過ごされてきたことを実感していま
す。年間を通して、七夕・クリスマス・お正月、更に
は、誕生日の記念撮影など各種イベント、また、外部ボ
ランティアによる民話を聴く会、ピアノ・オルガン伴奏の
歌など実に幅広いプログラムがあるからなんですね。通
所利用のあるおばあちゃん『ありがたい、ありがたいね。
ここに来るのが楽しんだよ！！』とよく言っていた言葉が蘇
ります。メディアで散見する独居老人の淋しさとは無縁
の世界でしょうか。スタッフの方々のご尽力を想います。

私共町会に対しても、総会、役員会、町内会主催
のセミナーといつも快く会場を提供して頂き、感謝して
おります。

また、避難訓練に参加して感じていることですが、
実際起きてはならないものの、発災時の動き方などの
シュミレーションは大いに勉強になっています。

“自助・共助・公助”と言われますが、これもまさに地
域密着型の在るべき姿かと思います。これからも可能
な限り、お手伝い、協力を惜しまぬ所存です。

素晴らしき歴史を築かれている貴聖労院の益々の
ご発展をお祈り申し上げます。

20周年記念に寄せて

評議員　井爪 利恵子

特別養護老人ホームつきみの園創立20周年まことに
おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

介護保険制度により高齢者の介護を社会が支える仕
組みが出来て、その結果特別養護老人ホームの増設
が各地域で始まり、やっと小金井市民の待ち望んだ市
内の施設が出来ることとなった時、市民として大変うれ
しかったことを思い出します。それまで小金井市内の特
養は北部地区にある一ヶ所のみで、市内での入所がと
ても難しかったのです。つきみの園は地域住民の期待
を背負って誕生しました。

私は2003年より聖労院の評議員をお引き受けさせて
頂いておりますが、亡くなられた濱園子前理事長よりそ
のお話がつきみの園で出た時の会話を忘れられません。
濱前理事長の「地域住民の皆さんの意見や感想はどう
ですか」との問いに、入所者のご家族からとても好感を
持たれていることを申し上げました。すると「私の聞きた
いのは施設に対する苦情や要望です。良くて当たり前、
厳しい言葉が施設を育てるのです。」とのお返事で、非
常に心を打たれました。

2年前創立90周年を迎えた聖労院の理念「四恩報
謝」を、創立者の父上から受け継いだ濱前理事長を通
して脈 と々引き継いで事業を運営されてこられた職員の
皆様のお働きが、今日のつきみの園や他の施設の発展
を支えて来たと確信しています。

農工大通りに面したつきみの園のお庭の桜が、20年
の歳月を経て今や大木となり通りを行く人の目を楽しませ
てくれます。桜ばかりでなく草花の咲き乱れるベンチの
あるゆったりとした庭の佇まいや、その奥の落ち着いた
建物は地域の人々にとって慣れ親しんだ大切な施設で
す。また、お手伝いさせていただいているボランティア
の多さが市民の関心と期待を物語っています。市民に
愛され期待される施設として、ますます発展されること
を祈って止みません。

つきみの園創立20周年に寄せて
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平成12年
4月

特別養護老人ホームつきみの園（定員80人）短期入所生活介護事業（定員20人）、
中町高齢者在宅サービスセンター及び中町ヘルパーステーションの設置経営を開始する
中町在宅介護支援センターの受託運営を開始する

平成13年
4月

特別養護老人ホームつきみの園の定員を90人、短期入所生活介護事業の定員を10人に変更する

平成16年
1月

居宅介護支援事業所つきみのの設置経営を開始する

平成18年
3月

中町在宅介護支援センタ―の受託運営を終了する

平成18年
4月

小金井ひがし地域包括支援センターの受託運営を開始する

平成19年
4月

中町高齢者在宅サービスセンターの定員を30人から35人に変更する

平成24年
7月

特別養護老人ホームつきみの園を増床し定員を93人に変更する

平成28年
10月

中町高齢者在宅サービスセンター 別枠で介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスを
 定員13人で運営開始する
中町ヘルパーステーション　介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスの運営を開始する

令和2年
3月

中町高齢者在宅サービスセンター　認知症対応型通所介護の運営を終了する

令和2年
4月

中町高齢者在宅サービスセンターの定員を35人から45人に変更する
中町高齢者在宅サービスセンター 介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスを別枠から
 一体型へ変更する

つきみの園グループ
沿革
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事　業　所　紹　介事　業　所　紹　介

生活課では、入所されているご利用者の食事・
入浴・排泄などのお手伝いや、行事やレクリエーション
活動など生活上の支援を行っています。入所されて
いる方の人数は2階・3階合わせて93名です。ショー
トステイの方の為の部屋は10名分あります。

共同生活なので、お一人お一人のご希望ご要望
を全て受け入れられないこともありますが、他職種の
職員と連携を図りながら、少しでもご利用者が心地よく
暮らしていただけるように日々努めております。施設
で最期の時を迎える方がほとんどで、「終の棲家」と
も言えるこの場所が、ご利用者の皆様とご家族が安
心して過ごせる「家」になるよう、笑顔を忘れずに職
員一丸となってこれからも頑張ってまいります。

看護師常勤４名、非常勤２名、機能訓練指導員
１名が所属しています。嘱託医師、精神科医によ
る回診時の立会い、夜間のオンコール対応ほか、
定期的に歯科往診、口腔リハビリからの情報提供を
受けながら、ご利用者の生活の変化に対して、アセ
スメントを行い、必要な処置やバイタル測定、受診
の必要性の判断、嘱託医師や薬局との連絡調整、
ご家族への経過説明を適宜行います。看取り介護
希望者が増えているなか、医師との面談への同席、
ご家族から今後の生活についての相談を受け、一
緒に考えることで不安の軽減を図り、生活課介護職
員、栄養士、相談支援課と日々連携、情報共有を
行いながら、ご利用者毎に適したケアの提供を目指
しています。

生　活　課

医　務　課
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洗濯室では、ご利用者の衣類やタオル、職員のユニ
フォームなどを毎日洗濯しています。現在は4名の職員が交
代で勤務しています。洗濯して濡れた衣類は重く、量も多
いため体力を使う力仕事です。夏は暑く、冬はすきま風で
足元が冷えることもありますが、ご利用者の生活を支えるた
めに頑張っています。洗濯物の量が特別多いときや、急い
で洗濯してほしいと依頼がくるときはなど大変です。それで
も何とかやり終えた時には達成感を感じます。また、ご利用
者や職員に「いつもきれいに洗濯してくれてありがとう！」「ご
苦労様！」と、声をかけられることもあり、そんな時はとても
嬉しいです。これからも縁の下の力持ちとして頑張ります。

相談支援課では、ショートステイ利用希望者の予約調整
から、利用後のご家族・関係機関との調整、特別養護老
人ホーム入所希望者との相談、申し込み受付けから入所ま
での調整、入所後は事務手続きの代行から生活に必要な
支援に至るまでさまざまな業務を担っています。つきみの園
での生活がご利用者・ご家族の皆さまにとって、安心で快
適なものとなるよう、介護職員看護職員をはじめ他職種、
関係者と連携しながら、相談業務、買い物代行、受診付き
添いや送迎車の運転、請求業務から書類の送付、時には
行事での余興披露など幅広い業務を担う縁の下の力持ちと
して皆さまの生活を支えています。

相 談 支 援 課

栄養課には管理栄養士が1名勤務し、調理委託業者の
方 と々連携しながらご利用者と職員の食事を作っています。

ご利用者に食事を楽しんでいただくために、旬の食材を
使用し食事で季節を感じていただけるように配慮していま
す。また、定期的に選択食を提供、行事の時は特に力を
入れ行事食を提供しています。ご利用者からはとても好評
をいただいています。

栄養や食事形態、おやつといった食に関するアドバイス
など他の専門職とも相談しながらより良い食事を提供してい
けるように心掛けています。

栄　養　課

洗　　濯　　室
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デイサービスでは、ご自宅でお暮しの高齢者の皆様を日
中お迎えし、体操・活動・レクリエーション等を提供するこ
とで、いつまでもご自宅で生き生きと生活できるお手伝いを
させていただいています。

現在はコロナ禍の為、大掛かりな行事は自粛させていた
だいておりますが、できる範囲で季節を感じて楽しんでいた
だけるような行事も行っております。

デイサービスが皆様にとってのほっとする場所・居心地
の良い場所となりますよう職員一同サービスを提供しており
ます。

総務課の業務は、お客様を最初にお迎えする窓口業務を
はじめとして、電話対応、経理業務、勤怠管理、職員の
健康診断業務、都や市との外部折衝、修繕やシステム等の
トラブル対応、調査書の作成等々幅広い業務を受け持って
います。直接ケアに入ることはありませんが、介護現場の縁
の下の力持ち的なセクションで、様々な環境の変化や制度
の変遷、経営方針に対応しながら日々 奮闘しています。

これからも、皆様のお役に立てるよう総務課一同力を合
わせて頑張ります！

ヘルパーステーションは支援、介護が必要な地域の皆様の
お宅へヘルパーが伺って、援助をさせていただく事業です。

現在は管理者、サービス提供責任者、ヘルパー、事務
員合わせて32名の職員が在籍しています。在宅介護の最
前線であるとの矜持を持ち、住み慣れた環境での生活継続
のため、つきみの園開設から20年、事業を行ってきました。

要支援の方へのケアが総合事業の扱いとなり、制度の変
更のなかで試行錯誤しながら対応してきましたが、これからも

「できることを極力維持できるように」支援を行うこと、「来ても
らってよかった」と思っていただけるように心がけることを大切にしていきます。

訪問介護は単独で動くことが多いため、職員は孤独を感じがちです。当ステーションではチームワークをできるだ
け重視して、職員が安心して業務にあたれるようにバックアップを行っています。

市内の訪問介護事業所は、介護職全体の減少のなかでも特にヘルパーの数の減少に悩まされています。当
事業所も同様ではありますが、市内の事業所の皆さんとも連携しつつ、「地域と共に育つ」ことを目指して、引き
続き10年、20年と職員一同頑張ってまいります。

中町ヘルパーステーション

中町高齢者在宅サービスセンター

総　務　課
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居宅介護支援事業所つきみのには、介護支援専門員・
ケアマネージャー、6名が勤務しています。

ご自宅での生活を継続できるようそのご利用者がその方ら
しく自立した生活ができるように支援します。そのために必
要な介護サービス計画書・ケアプランを作成します。ご利
用者・ご家族に意向・希望を伺い、お体のご様子や環境
に応じて、介護サービス事業者との調整を行います。

また、定期的にお体の変化はないか、サービスの変更
の必要性はないかなど、ご自宅を訪問するモニタリング訪
問を行います。

ご利用者のことば・お気持ちを大切にしながら、その方ら
しさを感じられる生活を支援していけるよう努めていきます。

つきみの園にはボランティア専用の部屋があり、週3日専
任のコーディネーターが勤務し、活動の調整を行なったり、
ボランティアの皆さまからのさまざまな提案、要望などに対
処しています。当園のように、専用の部屋、専任のコーディ
ネーターを配置する施設は開設当時はまだ少なく、ボラン
ティアの皆さまが活動しやすい環境をこころがけてきました。
当初から、すでにボランティア活動の必要性を認識してい
たことは、誇るべきことと自負しています。ボランティアの皆
さまの協力は、つきみの園の宝です。

ボランティアルーム

つきみの園開設当初「中町在宅介護支援センター」として
立ち上がり、平成18年介護保険制度改正に伴い、「小金井
ひがし地域包括支援センター」として再出発いたしました。

発足当初3人から出発した包括センターですが現在は7
人で日々 業務に取り組んでいます。

最近では、他機関との連携がかかせなかったり、多重的
な問題への取り組みも増えてきています。職員同士の意見
交換や、事例検討を行ったりするなかで、担当職員一人
で解決するのでなくセンターとして、それぞれの専門性を生
かしチームで解決するプロセスを大切にしています。

大変なこともありますが、明るく楽しくをモットーに地域の
拠点となるような包括センターを目指し、今日も自転車で走り
回っています。

小金井ひがし地域包括支援センター

居宅介護支援事業所つきみの
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開設後、５人目の施設長として
平成21年に就任

「平成12年の開設から、9年が経過し、積み上げてき
た歴史があり、これまで、さまざまなことで、苦労
が多かったのだろうと感じました。職員一人一人は
真面目で、熱心。しかし、社会的に求められている
ニーズは、日々変化しています。そのニーズと実際
のケアが乖離部分があるのではと感じました」
「まず、取り組むことは、そのずれを埋めていくため
に、新たな情報を提供し、整理していくこと」
就任した当初のつきみの園印象を振り返る。

東日本大震災

平成23年には、東日本大震災があった。

「東日本大震災は、発生後の計画停電が印象に残っ
ています。つきみの園のある地域は、計画停電の
対象地域となり、停電の時間には、ご利用者の食事
や入浴の用意が出来ず、その都度スケジュールを作

成し、対応をしました。毎日、停電のスケジュール
が変更になることが多く、また、初めてのことの連
続で、対応に苦労しました」
その後、台風や大雨による床上浸水などの自然災害が

発生した。これらの自然災害の経験を踏まえ、施設長

を中心にBCP（業務継続計画）の見直しに取り組んで

いる。

食べることの楽しみ

「私は、もともと栄養士として食に携わってきました」
「食事は、年齢を重ねても、楽しみです。看取りケア
の中で、好きなものを食べさせてあげたいと、ご家族
からお話を伺います。職員も、○○さんは、これが
お好きだから、お好きな食べ物を召し上がってほしい
と、工夫しながら、食事の支援をしています。毎日
の生活の中の楽しみとして、食事は欠かせないもの
です」
しかし、高齢者の疾患として、誤嚥性肺炎は起こりや

すい疾患であり、命にかかわる疾患である。つきみの

園・特養の課題として、入院者が多いこと、その中で

誤嚥性肺炎による入院が続いていたことであった。

「食事形態決定のプロセスに課題がありました。とろ
みの度合い、常食・刻み食などの食事形態の決定
は、職員の感覚による判断がされていました。その
感覚は、介護職として大切な感覚です。その感覚の
みでは、限界があると感じました。食を楽しみなが
ら、安心して好きなものを食べていただくための根
拠が必要です」
誤嚥性肺炎で入院されるご利用者を少なくしたい、

つきみの園　鈴木施設長
インタビュー
鈴木施設長に開設からの20年を振り返るインタビューをしました。
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安心して食事ができる環境を

作りたいと模索していた中、平

成24年10月に、日本歯科大学

口腔リハビリテーション多摩クリ

ニックが東小金井駅前に開設

された。多摩クリニックは、食

べることと話すことの口腔リハビ

リ専門クリニックである。

クリニックの先生がつきみの園

に来園し、嚥下の検査をし、

そのご利用者の嚥下機能に適

した食事形態の検討を行った。

ご利用者・ご家族、多摩クリ

ニックの歯科医師・管理栄養

士、つきみの園の医師・ケア

ワーカー・看護師・相談員・管理栄養士が参加し、そ

れぞれの意見を出し合いながら、ご利用者の状態に合

わせて、食事形態、姿勢、一口の量などを話し合いな

がら決定した。

映像にて、ご利用者の嚥下機能を知ることが出来、「職
員の感覚が映像を見ることにより、根拠の裏付けと
なりました」
そして、ご利用者・ご家族の安心にもつながった。

お好きな食べ物をどのようにすれば、召し上がることが

出来るか、考え、提供することが出来るようになった。

根拠のあるケアを目指して

「食事介助・食事形態に限ったことではなく、ケアに
は根拠が必要です」
「ダイバージョナルセラピーや学習療法を取り入れ、
根拠のあるケアを目指しています」

ボランティアさんたちの力

今年は、新型コロナウィルスの影響を受け、ボランティア

の受け入れを一時的に中止している。

「つきみの園では、ボランティアコーディネーターを

配置しています。高齢者施設の中で、ボランティア
コーディネーターを配置している施設は多くありま
せん。つきみの園では、年間延べ3,000名以上の
ボランティアさんが来てくださっています。受け入
れの休止がやむを得ない状況である今だからこそ、
ボランティアさんの力を感じています」

地域・ご利用者・ご家族とともに

つきみの園は、法人の高齢者施設の中でも、面会者数

が多い施設である。

「ご家族が面会にいらっしゃるとき、目的をもって、
面会にいらっしゃいます。食事や散歩のためなど、
その時間を合わせて、面会に来てくださいます。こ
のことから、ご家族と共にケアを行っていくことが出
来ています」
「ご家族からまたは、地域の方々からのご要望も多く
寄せられます。できること、できないことを整理し、
ご要望をお寄せいただいた方々に回答できるように
することが私の役割です」
「地域の中のつきみの園。地域があってこそのつき
みの園です。地域部門、施設部門が一体となり、
地域とともに育つ施設作りを更に行って行って参り
ます。」
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ご利用者様・ご家族様　からのお祝いの言葉

20周年祝辞

右半身が不自由になり、利き手と反対の左手に頼

る生活は気を抜く事が出来ない緊張の連続です。身

体の不調や気持ちの不安は尽きないけれど、悩みは

溜め込まず職員さんに話す事にしています。嫌な顔せ

ずに話しを聞いてくれて解決策を考えて下さいます。

気持ちに寄り添い心の負担を軽減して頂きながら過ご

す七年間はあっと言う間でした。安全に過ごせている

今の生活に心から感謝をしています。

脱衣場で立ち上がり易いように手摺を設置してくれ

た事、安心して眠れるように施錠対応をしてくれた事

等、あげたらきりがないぐらいに思い出はあります。

新型コロナウイルスという誰も経験した事がない大

きな出来事により、これまでの二十年とは明らかに違

う世の中になると思います。東京聖労院の理念を大切

に、私達のような高齢者の味方であり続けて頂きたい

と思います。

利用者　石澤 榮子

つきみの園　私の20年の歩み・・・・・。

一、見学会に参加して

　　ステキな施設安堵して

一、運動マシン教室に参加

　　脳トレ、体力測定を受けて

　　認知機能テストも

　　楽しい六十代後半を

一、たくさんの素敵な職員の皆さまとの出会いでした

　　私も八十才代に

　　 「幾つになっても勉強！！勉強ダヨ～」と職員の方のお言

葉が

　　今も日々 の生活の中で「これも勉強」と頭をよぎります

　　命ある限り勉強ですね

一、施設内のお庭のお手入れと季節の花々に心が和みます

　　ひまわりの種もいただきました

一、思い出は年々心を豊かに

　　コロナウイルス感染予防自粛の今は遠くの親戚より近くの友

　　そしてつきみの園の職員皆さま

　　優しさに感謝です

　　喫茶室「なごみ」でのボランティアは私の心の宝物です

利用者　栗原 榮子

20周年おめでとうございます。

私も90歳になりました。

今は身体が思うように動かないことも多いですが、

10年近くお世話になっています。

ケアマネジャーさんもヘルパーさんもそちらにお願

いしていて、歴代の担当の方がみなさんとても気持ち

の良い方で嬉しく思っています。

つきみの園は地域の中でも良く知られていて、病

院など関係機関からも安心して連携できると言われ

ます。

つきみの園のある辺りには昔、テニスコートがあっ

たのを思い出します。最近の事は忘れがちですが、昔

の事は良く覚えているものです。

これからも、地域の為に尽力されることを希望致し

ます。よろしくお願いいたします。

利用者　橋本 建藏

つきみの園20年を祝して

私が、通所したのは、平成22年ごろと記憶してお

りますが、自宅から近いので、週3日（月・水・金曜日）

程通所しておりました。

つきみの園の昼食は、他のデイサービスの昼食に

比べ断トツに美味しい味付けです。入所当時は、午

前中に入浴し美味しい昼食を済ませ、午後は、「マ

ジック」「大正琴の演奏に合わせて歌を歌ったりして」

楽しく過ごすことが多くありました。

残念ながら、今年は「新型コロナウィルス」によっ

て活動が制限されてしまいましたが。

つきみの園の拡張ぶりは目ざましいものです。D・S

のスタッフもやさしく親切な方々なので、今後もいよい

よ発展するでしょう。創立20周年お芽出度くお祝い申

し上げます。

利用者　安藤 謹也
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ご利用者様・ご家族様　からのお祝いの言葉

つきみの園20周年記念おめでとうございます。中町つきみ

の園の関係者にお世話になっておりますが、明るく楽しく出席

させて頂き感謝しております。

私は介護予防運動機能向上プログラムに平成25年（83歳）、

27年（86歳）に参加させて頂き、当時は修了証書（記念写真

付き）を戴きました。

私は88歳の時に、銀座で急性心不全になり冠動脈にステン

トを入れる手術を聖路加国際病院で行い、運よく助かりまし

た。その後、経過は良好で、自分の人生を振り返ってみる事

とし、人生経歴誌（生まれてから88歳まで）を作成しました。

然し、お互いに人生経歴誌を突き合わせて人生を語り合う、

健康な友達が居ないのは残念です。

現在は91歳ですが、週2回（火、金）体操（身体と知能）

に出席し、現場のみなさんに、新型コロナ感染予防対策を含

め、親切にご指導をして頂き、まことに有り難く、楽しく出席

しております。火、金曜日が楽しみです。

高齢者にはいろいろな人がいて、サブ・スタッフの皆さんは

大変な事と思いますが、とても親切に誘導して頂き感謝してお

ります。この機会に改めて御礼申し上げます。

利用者　齋藤 隆夫

祝辞

特別養護老人ホームつきみの園創立二十周年おめ

でとうございます。設置運営者である社会福祉法人

東京聖労院の九十余年にわたる福祉事業に対し心よ

り尊敬と感謝を申し上げる次第です。

私ごとになりますが妻が平成十八年からデイサービ

ス、ショートステイとそして二十七年より入所して今日

までお世話になっております。この間懇切なご連絡、

様々な行事等を催していただき入所者と家族の絆にご

配慮いただき感謝しておりました。令和二年に至りコ

ロナウイルスによりその感染対策のため入所者、職員

の方 と々の面会も儘ならなくなり色 と々ご工夫をしてい

ただいておりますが、一刻も早くこの状況が過ぎ去る

ことを願うばかりです。

今までと同じような健全な施設として、ますますご

発展を祈り祝辞とさせていただきます。

家族　田中 幹敏

20周年に向けての挨拶

まず初めに、この厳しい世の中大変ありがとうござ

います。皆様には、感謝します。20周年おめでとうご

ざいます。ここに通うようになってから理学療法士に

見てもらい、だいぶ歩けるようになりました。スタッフ

の皆様がとても親切に接してくれて、楽しく過ごしてい

ます。毎週木曜日が来るのが待ちどおしいです。お風

呂も入れてもらい大変ありがたいことです。私がだい

ぶ歩けるようになったのは、皆さんのおかげです。こ

れからも歩けるように頑張ります。これからも厳しい世

の中が続きますが、皆様お体を壊さないよう頑張って

ください。私のような若者がなじめるか心配したこと

でしょう。私は苦ではありません。

利用者　石山 浩之

「心のよりどころ」

新しく老人施設ができたと知り、母と一緒に見学会

に参加したのが20年前。その時、娘に世話をかけた

くないという母とできる限り世話をしたいけど無理に

なったら助けてほしいと思う私はほっと安心したのを

覚えています。その後、亡き母はデイサービスで大変

お世話になり、私は、地域ボランティアを通じて包括

支援センターの職員の皆さんに沢山のアドバイスを頂

いております。地域の絆をつなぎ、高齢者が元気に

不安なく生活していくために、これからも大切な拠り

所となることでしょう。

創立20周年おめでとうございます。

地域住民　武田 美夕里
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ボランティアの皆様に支えられてボランティアの皆様に支えられて

つきみの園ボランティア活動の歴史

つきみの園は昔からボランティア活動が盛んでしたが、年間のボランティア活動件数は、

ここ9年連続して延べ3,000件を超えています。

ひとりのボランティアさんが一種類の活動をすることもありますが、

ひとりで何種類もの活動に参加してくださることも多く、

そうすることでボランティアさん同士のつながりも広がり、

ますます活動が活発になっていくということが、つきみの園のボランティア活動の特色です。

ボランティアコーディネーター　對馬 博子
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　私は大正・昭和・平成・令和の４つの時代
を生き、ボランティア歴は半世紀を超えていま
す。そして満 9 4 歳の現在も現役です。主な活
動は、入所の皆様の見守りをはじめ、貼り絵、
歌、折り紙などを楽しんでいただく他、おしぼり
畳みやエプロン干しなどをしています。いつの
間にか入所のかたは自分よりも年下の人が多く
なりましたが、歳が近いからこそ理解できること
もあるので、今後も皆様の心に寄り添った活動
をしていきたいです。

伊藤 まつゑ

　つきみの園の通り沿いにある掲示板を見てボ
ランティア登録したのは、7 年前のことです。植
栽や落ち葉掃きなど、園芸活動をしています。
6 年前に持病の脊柱管狭窄症の手術をしました
が、術後も体力維持のため早くに活動を再開し、
現在も元気に継続中です。
　また、麻雀のお好きな入所のかたのために、
交流麻雀の見守りもしています。入所のかたや
職員さん、地域のかたに喜んでいただいている
ことが、私の生きがいになっています。

前田 圭一

　私とつきみの園との出会いは、開設間もない
頃です。初めてのボランティアで、何をすれば
いいのかわからず試行錯誤の日々 でしたが、高
齢者に喜んで戴くには昔懐かしい「歌と昔語り」
と考え、季節や五節句などの節をテーマに歌
い・語りの十五年間でした。高齢者の皆さんの
喜びの声も多く聞き、ボランティアとしての充実
感が持てました。私自身の心の支えです。私も
傘寿を迎え、益々ボランティアに頑張ろうと意欲
を燃やす毎日です。

盛田 嘉孝

　つきみの園創立20周年、おめでとうございま
す。職員のかたには、園庭清掃活動中も廊下で
すれ違う時も、いつも率先してご挨拶をいただ
き、まるで登山の登る人、下る人の挨拶さなが
ら、大変嬉しく思います。また傾聴ボランティア
活動の際、入所の方 よ々り聴かせていただく経
験談は、私自身大変勉強になり、また励みにも
なっています。つきみの園の益々のご繁栄をご
祈念申し上げます。

千葉 惠

　定年後はこんな生き方をしたい、と誰しも考
えますが、実践しなければ始まりません。妻を
癌で亡くし、退職した後ですぐに始めたつきみ
の園でのボラ活動。ボランティアコーディネー
ターとの出会いが縁で、今や学習サポーター、
サブスタッフ、資格を取得して訪問介護、障害
者ガイドヘルパーなど、活動は多岐に渡ります。
ボラ活動では、入所のかたと一緒に歌を唄うこ
とが、歌好きの私にとって最もやりがいのある
活動となっています。

桂 雄二郎

　つきみの園で週1回1時間のボランティア活動
を始めて、4 年が経ちました。デイサービスで、
利用者様の体操の見守りや、レクリェーション
の手伝いをしています。活動の中で利用者様に
教えていただくことも多く、折り紙での独楽作り
や一人あやとり、お手玉などを楽しく会話をしな
がら教えて頂きました。利用者様が「今日もつき
みの園に来て楽しかった」と帰宅されるよう、精
一杯のおもてなしの心で、集中しながら頑張っ
ています。

平野 武

ボランティアの皆様からのお祝いの言葉
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まだまだこれから！

地域の頼りになる

施設であり続けて

ください。

福井 智哉

色々 壊して
ごめんなさいm(__)m

まだまだ全開で
いきましょう。
小原 一將

これからも地域に信頼
され、愛される施設で

あり続けましょう！
川島 一浩

小金井に根差して

20年やっと成人！

いつまでも地域と

共に歩んで行こう

田島 裕子

ご利用者に負けず、
ご長寿施設として
いつまでも元気に

いきましょう。
松尾 裕美

これからも、
ご利用者の笑顔の為に

力を合わせて
頑張りましょう。
小林 みなも

ご利用者様の笑顔を

励みにこれからも

働きましょう。

柿村 陽子

これからも地域の皆様に
愛される施設を目指して

頑張りましょう。
中原 由佳利

地域の皆様に
愛され続ける

つきみの園である為に
頑張りましょう
鹿島 仁子

コロナに負けるな。

気合を入れて

GOGOつきみの

市川 賢三

誠実な職員達は
つきみの園の財産！
自信と誇りを持って
頑張りましょう。
赤石 あや子

これからも、初心を
忘れずに頑張りましょう。

松村 明美

「つきみのさん」と、
いつまでも皆さんに
愛される施設に。
大沼 麻奈美

これからも地域に

愛され続ける

施設である為に、

大切にしていこう。

河西 秀明

これからも地域に

貢献する施設として、

皆さんで

頑張りましょう。

宮田 カヨ子

聖労院への入職日と
開設日が同じです。
お互いこれからですね。

榎本 光宏

散歩と水泳、
テニスで身体を鍛え

80歳までは
ヘルパーを続けるぞ‼

平野 武

心地よい職場で

幸せです。微力ながら

貢献できればと

思います。

堀川 智子

人生は分岐と選択の
繰り返し、

その先端に立つ
全職員に幸あれ!

桂 雄二郎

つきみの園に人生を
救われ感謝。

これからも一緒に
歩みたい。

山崎 しのぶ

これからも地域に
寄り添い、

ともに笑顔で発展を。
山本 泰子

つきみの園への
応援メッセージ

つきみの園職員
より、これからの

つきみの園に向
けてメッセージ
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地域の方が集い休める、

心の拠り所となる

存在であって欲しい。

土橋 理恵
つつみあげた

ききみのはたちの

みみちのりを

のののはな祝う

そのその夢つづけと

半田 瑞穂

私達のためにも、
より良い介護をめざして
さらなる発展を期待！

塩澤 好子
この地に来て

一緒に成長してきた
同志のような…
感慨深いです。
信夫 美佐子

私ウマ年なんです。
次の20年目指し、

真剣勝負競争しましょう。
中井 礼子私はトリ年なんです。

次の20周年目指し、
大きく羽ばたきましょう！

藤原 知美

やさしくたのもしい

つきみの園

笑顔とたくましさを

忘れずに。

佐藤 初子

2度3度目の20周年を、
笑顔で迎えられるよう

応援しています。
小松 美由紀

コロナに注意し、
頑張っていきます。

松野 泰江

暖かさを感じる職場！

そして地域の方に

愛される所に

しましょう。

井戸 美加

地域の拠り所、
これからもそんな施設で

ありつづけたい。
桑原 いずみ

親の介護で
お休み中ですが、

これからも
よろしくお願いします。

渡辺 陽子

高齢化社会、

ますますの地域での

ご活躍を

期待しております。

関根 紀代子

これからもつきみの園
全体がさらにご利用者と
共に発展しますように。

黒木 悦子

心がたくさん
成長できました。
これからまだまだ、
かんばります！

西 文恵

利用者に

好きになってもらおう

心の架け橋

しっかり団結

つきみの園

濱崎 輝子

常に優しい皆様に
感謝です、 気が付けば
15年も登録しています。

高梨 幸子

積み重ねた歴史に
感謝の意を込め、

更なる未来に乾杯！
榮 由美子

次のお祝いメッセージも
贈れたら嬉しいです。

大野 しのぶ

渡された襷を、

より心を込めて、

未来へ繋いで

いきましょう。

木村 良恵

良き伝統を守り、
利用者様の笑顔を守り

続けましょう！
伊南 真由美
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社会変容と共に、
地域に寄り添った
施設を目指して
いきましょう
湯浅 独活

ゆく河の流れは
絶えずして、 しかも、
もとの水にあらず。

新進日 。々
大崎 美里

時代の変容に沿った

地域から信頼される

施設づくりを

続けていきましょう。

児玉 富士子

地域と共に歩み、
地域に愛される施設で
あり続けてください。

高見 理津子

今後も地域に愛され

必要とされる

施設であってほしいと

思います。

北島 一実

つきみの園が、
これからも、

素敵な出会いの場で
ありますように。
佐藤 裕史

職員の力を合わせて、
地域に愛される

施設作りを
目指しましょう。
奥山 ゆかり

次の30周年に向けて
地域に愛され、

ご利用者様に愛される、
つきみの園で

あり続けることを願います。
渡邉 悦子

一年、一年の
積み重ねを大切に、
笑顔のあふれる
つきみの園で
ありますように。
出川 恵美

心から皆様の

恩を忘れず、

真剣に取り組み、

日々笑顔で過ごせる

そんな職場で。

栢本 健一

ますます
つきみの園が栄えるよう
見守りたいと思います。
皆さんガンバって下さい

中島 久子

これから先、
40年・50年と

続いていけるよう、
私達もガンバリます。

大野 忍

地域の皆様に愛され、
頼られる施設を目指して

がんばりましょう。
竹内 由美

温かくて居心地の

良い場所であるように

一緒に成長して

いきます。

中島 佳織

20年の歩みが

明日の輝きに

繋がっていく

その一翼を担えることを

誇りに思います。

古川 加代子

いつも明るく、 優しく、
温かい、 ふれあいの

「つきみの園」で
ありますよう…。
松長 かすみ

住み慣れた
地域で安心して

お過ごしいただける
施設を目指しましょう。

金築 知夏

これからも

地域の皆様と共にある

施設でありますように。

八木 克人

コロナ渦中夜空を

照らすつきみの園、

ヘルパーのエールは

無限大。

白石 禮子

地域とともに歩み続け、
これからも、

市民の皆さまの
拠り所となりますように

玉川 弘美

地域の方々 に
貢献し親しみのある
施設でありますように

頑張りましょう。
古田 祐子
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これからも
地域に根ざし

信頼され愛される
施設であり続けましょう

中浦 真知子

これからも
地域住民と一緒に

盛り上げていきましょう。
石森 章人

コロナに負けず
ご利用者様、 ご家族に
寄り添えるケアを頑張ろう！

小松﨑 潤

今までも、

これからも、

笑顔溢れる施設となる

よう頑張りましょう。

對馬 博子

感染症予防に

努めつつ、

チームワークで

頑張りましょう。

富永 智子

地域の皆様と
共に歩んできた20年
いつまでも皆様に
愛される施設
小林 紀巳

職員全員で

力を合わせて、

コロナを

乗り切りましょう！

比氣 春美

地域の方に
信頼される施設を目指し

頑張っていきましょう。
山梨 敬

地域の皆様に

寄り添って

共に歩んでいける

施設を目指しましょう

丸尾 文彦

地域の為に

無くてはならない

聖労院になりましたね。

本木 美智子

皆様から愛される
施設でいられるように

頑張りましょう。
板山 茜

職員みんなで、
明るく楽しい施設作りを

続けましょう。
村越 洋子

ご利用者が
楽しく過ごせる施設で

いられるよう
頑張りましょう。
川嶋 裕介

笑顔あふれる
施設作りを目指し
頑張りましょう。
神谷 太一

皆様に

安心して過ごして

いただける施設作りを

頑張りましょう。

中村 有那

各職員やご利用者を
大切にする良い職場で
あることに感謝です。

宮木 愼平

これからも
地域の皆様に
末永く親しまれる

施設でありますように！
小高 琴子

皆様が心穏やかに

安心して生活

できるよう援助を

続けてまいります

車崎 祐美

これからも

地域の方々 に

寄りそえる施設づくりを

頑張りましょう。

佐々木 利行

今後も地域から
安心・ 信頼を置かれる

施設体制を
継続しましょう。

高畠 暖

チームワークを
大切に皆様に
愛される施設を
目指しましょう！
峯岸 拓夢

おめでとうございます！
長きにわたり、

お世話になってます。
コロナ禍ですが、
頑張りましょう！
饗庭 明美

職員としても、
利用者の家族としても、
いつも応援しています。

米山 美由紀
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時代と共に成長し、
地域に寄り添う
施設づくりを

目指しましょう。
吉川 真紀

笑顔で
楽しく皆様に

過ごしていただける
施設作りを

頑張りましょう。
近藤 のぞみ

地域の皆様に

愛される施設を

構築していきましょう。

志村 暁子

ますますの
ご繁栄をお祈りします。

下山 裕太

沢山の方々と
出会えたことに
感謝の気持ちで
いっぱいです！
青木 千加子

人々 の安寧な

拠り所へのご尽力と

日々の努力に

尊敬を表します。

吉野 千賀子

御利用者の皆様から
沢山の笑顔を
いただきました。

大石 妙

地域の皆様に
信頼される施設を
目指しましょう。
三浦 成雄

利用者は

ここに住みたい、

職員は働きたいと

思える存在でいよう。

野口 泰男

つきみの園が、
より良い施設になるよう、 

今後も頑張ります。
小澤 せり

これからも
地域のかけがえのない
存在としてあり続けて

下さい。
中山 拓也

これからも

地域の方々 と共に歩める

施設となりたいです。

当麻 拓郎

時代とともに歩み、

コロナにも負けない

施設であってほしい。

山中 孝元

安心して生活でき
笑顔溢れる
明るい施設を

目指していきます。
中井 美月

ここの施設を
利用してよかったと

思える施設に
今後もしていこう。

大谷 雄壱

職員一人一人が輝き、
利用者に笑顔を

提供できる
施設であり続けよう。

西田 寛

ご利用者・
職員ともに輝ける

施設であって下さい。
栁井 勉

利用者の皆様が
安心して生活でき、

笑顔の絶えない明るい
施設を目指したいです。

藤井 進斗

時代とともに
新しく変化する施設で

あることを願い、
実践したいです。

松本 幸子

小金井市と言えば、

つきみの園と

想えるような存在で

あり続けて下さい。

新井 聡子

ご利用者が

安心して過ごして

いただける施設で

あるように努力し続けて

いきたいです。

田代 和浩

更なる飛躍に向け、
入所されている皆様に
微力を尽くして参ります。

島﨑 栄二
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ご利用者・ご家族・
地域の方にとって、
信頼できる施設で

あり続けたい。
石川 祐子

想像力、 向上心、
感謝を忘れず、

オンリーワンの施設へ
GO－！

大場 匠

これからも

つきみの園で

生活してよかったと

思える施設で

いてください。

湊 友希

地域と密着し、
社会に溶け込む施設で

あってほしい。
桜井 康民

どうぞこれからも
素敵な施設で

あり続けてください。
渋田 香代子

つきみの園で
働けることは誇りです。

これからも全力を
尽くします。
筋頭 仁

大変な時こそ

笑顔を忘れない職員が

沢山いる施設で

ありたい。

熊谷 由美子

趣味ありますか

本読んでいますか

余裕があると

いいんだなあ。

串本 信義

利用者さんが
明るく楽しい生活のできる

施設であってほしい
大久保 きく江

寄り添うケアを大切に、

お互いに協力できる

施設でありますように。

中司 伸聡

これからも安心でき
る暖かいつきみの園で

いてください。
川合 文江どんなに大変な時期でも

ピンチはチャンス、
いつも未来志向で！！

平林 奈都紀

未来に繋げよう、

つきみの園！！

大森 公子

これからも
「地域と共に」歩み、

育ち、地域に
信頼される

私達でありましょう！
金子 恵子

いつまでも

地域に愛され、

貢献できる施設で

ありましょう。

石川 浩代

つきみの園がある
小金井と地域の
誇りとなる施設に！

乗田 真智子

これからも地域に
根ざし親しまれ
信頼されることを

祈念します。
滝 正義

「ああ、つきみのさん」
今までもこれからも
頼られる場所で
あるように。
杉森 珠美

利用者様とお話しして

いると本音がでます。

私も母にもっと

寄り沿っていきたいと

思います。

斉藤 理恵子

ひがし包括＝
「つきみの園」って
認識してもらえるよう

頑張る！
浦野 寿子

つきみのさんが

傍にあって良かった、

と言われる施設で

あり続けますように。

荒 綾子

地域の「声」は宝物。
耳を傾け、 活気あふれる
まち作りの一員であれ！

髙橋 徹
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社会福祉法人東京聖労院　特別養護老人ホーム　つきみの園
　中町高齢者在宅サービスセンター
　中町ヘルパーステーション
　小金井ひがし地域包括支援センター
　居宅介護支援事業所つきみの

〒184‒0012　東京都小金井市中町2‒15‒25
TEL：042‒386‒6511　　FAX：042‒386‒6512

東京聖労院の存在意義と基本理念、法人職員倫理綱領に則り、
職員一人一人が、笑顔を絶やさず、心地よい挨拶ができ、
その上で、各事業が専門性を活かした質の高いサービスを、

効果的に、効率よく提供することにより、地域の福祉に貢献します。

あとがき

　春になるとつきみの園の園庭にはたくさんの桜が咲き誇ります。地域の皆様にも親し

まれているつきみの園自慢のひとつです。

　今回20周年の記念誌を発刊するにあたり園庭の桜を表紙にしました。今では満開の

花を咲かせる桜ですが、平成12年4月に開設した時の桜の樹は、幹は細く花は一、二

輪しか咲いていませんでした。

　その時は、「この園庭でいつになったら、ご利用者の皆様と満開の桜でお花見がで

きるようになるのだろう」と心配になるほどでした。しかし、いつの間にか表紙のように、

幹は太くなり枝も長くしっかりと伸び、満開の桜が咲くように成長しました。地域の方か

ら、つきみの園のことを「あの桜が綺麗なところね」とおっしゃっていただくことも多くなり

ました。

　園庭の桜は、この 2 0 年間で、しっかり大地に根を広げ、青空に向かって枝を大きく

伸ばし立派になりました。

　つきみの園は桜の樹のように成長することができたでしょうか、長いようであっという

間だった開設から時を振り返り、一歩一歩着実に成長できていると実感することができ

ました。そして、桜は、小金井市の花です。地域の皆様とともに歩み、この先10年20

年と園庭の桜の樹のように、地域の皆様に親しまれる施設であり続けられるように、より

一層努力しなければならないと決意を新たにしました。このようなことを思いながら記念

誌の作成をいたしました。


