
受託運営20年のあゆみ

桐ケ丘やまぶき荘



社会福祉法人東京聖労院が北区から受託し運営する、特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘が、

20周年を迎えることができました。私どもは、区立施設としての使命を自覚し、入所者、ご家族をはじめ、

区民の皆様のお役に立てるよう、また喜んでいただけるように努めてまいりました。20周年を迎えることが

できましたのは、北区の行政、ご利用者、ご家族、地域住民、議会や多くの医療、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。現在は、特別養護老人ホーム

桐ケ丘やまぶき荘に併設する、高齢者在宅サービスセンター、高齢者あんしんセンターの運営を併せて

行っております。桐ケ丘地域は、高齢化率が50%を超え、都内でも高齢化率が高い地域であり、地域

包括ケアシステム推進の拠点としての役割を果たせるよう全力で努めてまいりました。

やまぶき荘、高齢者在宅サービスセンターには、毎月100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、高齢者の豊かな生活を支えていただいてい

ます。

また、地域公益活動として、高齢分野の桐ケ丘やまぶき荘、障害分野のドリームヴイ、地域福祉分野

の北区社会福祉協議会の、3つの社会福祉法人の共同事業として、地域で暮らす多世代の交流場所で

ある「桐ケ丘サロンあかしや」を、住民や多くの団体関係者と運営し、地域福祉の向上に努めております。

現在、東京聖労院は、北区、港区、清瀬市、小金井市において特別養護老人ホームとそこを拠点

とした高齢者在宅福祉事業、北区、港区で児童厚生施設、放課後こども総合プランなどの運営を行い

700名の職員が働いております。

一昨年から始まった新型コロナウイルス感染症は、長期にわたる福祉現場へ影響を与えていますが、

東京聖労院は高齢者のいのちと生活を守るため、職員は細心の注意を払いながら業務に携っており、

事業を継続させています。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北区行政、

ご家族や多くの関係者に、心から感謝申し上げます。

およそ100年前、世界を襲った「スペイン風邪」は、当時日本の人口は現在のおよそ半数ですが、

その半数を罹患させ、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、

北区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘が、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。

北区立特別養護老人ホーム
桐ケ丘やまぶき荘
受託運営20周年を迎えて

社会福祉法人 東京聖労院
理事長 　和田 敏明
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やまぶき荘受託運営
20周年に思うこと

施設長　藤井 和彦

やまぶき荘が開設されたのは平成13年5月でした。当時私はまだ北区役所の職員で

したので、招待されて開設の式典に参列することができました。

浜前理事長の開設のごあいさつは格調高く、多くの列席者の胸に響くものがあって、

今でも北区役所では語り草になっています。

私は若い頃、北区の福祉事務所で働いていたことがありまして、その時ちょうど

社会福祉士制度などの整備がされてきました。機会があればもう一度体系的な福祉の

勉強がしたいなと思っていましたが、なかなかその機会がありませんでした。

平成19年に北区役所を退職になりましたので、福祉事務所時代に考えていた福祉

の勉強をしたいと思っていましたところ、御縁があって東京聖労院に採用していただき、

桐ケ丘やまぶき荘の施設長として福祉の仕事をしながら福祉の勉強する機会を与えて

いただきました。

平成27年に理事長が代わりまして新理事長和田敏明より指導を受けることになりま

した。幸運なことに新理事長は長く大学の教授を務められ、地域福祉については

大変な権威であります。新理事長に身近で直接指導を受け、福祉の体系的勉強の

夢がさらに実現できたような気がいたしました。

これから25周年、30周年とやまぶき荘の指定管理を東京聖労院が行えるよう、

私たち職員はがんばっていかなければなりません。

ボランティア、地域の方々、行政の皆さまなど、ご支援を賜りますよう心よりお願い

いたします。
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北区立特別養護老人ホーム
桐ケ丘やまぶき荘受託運営
20周年に寄せて

北区長　花川 與惣太

北区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘の受託運営20周年記念誌の発刊

まことにおめでとうございます。

また、桐ケ丘やまぶき荘の関係者の皆さまには、現在の新型コロナウイルス感染症

禍においても、利用者に温かく親切に接し、安全で安心して過ごしていただける施設

運営をされておりますことに厚く御礼申し上げます。

桐ケ丘やまぶき荘は、区立の3番目の特別養護老人ホームとして平成13年5月に開設

しました。社会福祉法人東京聖労院様には開設当初より施設の事業運営に携って

いただいており、おかげをもちまして開設20周年を迎えることができました。

北区の中でも高齢化率の高い桐ケ丘地域において、特別養護老人ホーム桐ケ丘

やまぶき荘や併設する高齢者在宅サービスセンター桐ケ丘やまぶき荘、桐ケ丘やまぶき荘

高齢者あんしんセンターの運営をはじめ、地域の公益的活動「桐ケ丘サロンあかしや」

では地域住民の交流の場を運営し、高齢者の社会的な孤立の解消に努めるなど、

地域に開かれた施設運営と地域に根差した貢献活動をとおして、長きにわたり桐ケ丘

地域の社会福祉の向上にご尽力をいただいており、厚く御礼と感謝を申し上げます。

北区はこれまで地域包括ケアシステムの構築に取り組み様 な々地域資源を整備して

きました。人生100年時代を迎え、誰もが輝くことができるように、地域資源を点から

面へ展開し北区版地域包括ケアシステムを深化させ、すべての人々が地域、暮らし、

いきがいをもとに創り高め合うことができる地域共生社会の実現に向けて取り組んでい

ます。これらの施策を推進していくためには、社会福祉法人東京聖労院様のお力は

大きいものと確信しております。

結びに、社会福祉法人東京聖労院様のますますのご発展と施設職員の皆さまの

ご健勝ご多幸をお祈り申し上げご挨拶といたします。

祝 辞
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北区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘
受託運営20周年を祝して

ますますの厚みと深みを！

社会福祉法人
北区社会福祉協議会

会長　水越 乙彦
社会福祉法人ドリームヴイ

理事長　小島 靖子

北区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘の受
託運営20周年を迎えられましたことを、心からお慶び
申し上げます。
桐ケ丘やまぶき荘は、平成13年5月の開設より、社
会福祉法人東京聖労院が北区から運営を受託され、
「四恩報謝」、「聖労」、「地域とともに育つ」という法
人の基本理念のもと、長きにわたり地域に親しまれる
運営を続けてこられました。その中で、藤井施設長を
はじめ、職員・スタッフのみなさまが、地域公益活動
に積極的に取り組まれ、北区の地域福祉の向上に多
大な尽力をされてこられましたことに、深く感謝申し上
げます。
さて、私ども北区社会福祉協議会では、この桐ケ
丘地域で介護予防拠点「ぷらっとほーむ桐ケ丘」を運
営するとともに、コミュニティソーシャルワーカーを配置
するなど、地域福祉の推進に取り組んでおります。桐
ケ丘やまぶき荘とは、そうした地域活動のご縁もあり、
同じく北区において障害者福祉事業に取り組まれて
おられる社会福祉法人ドリームヴイと共に、平成28年
5月に「桐ケ丘サロンあかしや」を立ち上げました。3
つの社会福祉法人が連携・協働し、高齢者や障害
のある方、そして地域のお子さんたち等が安心して立
ち寄ることができるサロンの運営や、地域交流イベント
の企画・実施などを行っており、桐ケ丘にお住まいの
方々から大変親しまれております。こうした地域における
取り組みは、当会の基本理念である「誰もが安心して
暮らせるまち」を実現するために必要不可欠なもので
あり、これからも、桐ケ丘やまぶき荘のみなさまとより
一層連携を深め、地域共生社会の実現に向けて取り
組んでまいります。
結びに、桐ケ丘やまぶき荘が、20周年という記念

すべき節目を契機に、今後の活動がますます発展いた
しますことと、職員・スタッフのみなさまのご健勝、
ご活躍を心から祈念いたしまして、お祝いの言葉と
させていただきます。

やまぶき荘のみなさんが、地域の高齢の方々に寄り
そいながら、さまざまなとりくみをされていること、そし
て地域の人たちが共に生きていけるような地域づくりに
力を注いでおられること等、桐ケ丘地域にはやまぶき
荘さんがなくてはならない存在になっていることを強く感
じています。
この度の20周年にあたり、みなさまのご努力とその
仕事の厚み深みを改めて感じさせていただき、お祝い
申し上げます。
私たちドリームヴイのやまぶき荘さまとの出会いは、
私どもも「障害者の人たちと一緒に、地域にでて高齢
者の人たちに役立つことができないか」と思い、桐ケ
丘地域の高齢の方々から話をきく会を設定していただ
いた時でした。そこで高齢の方々が「今困っているこ
と、不自由に感じていること」などお聞きし、その話し
合いをもとに私どもは、中央商店街（シャッター街）に
「カフェレストラン長屋」の開店をさせていただくことに
なりました。その折にも、いろいろお力いただきました。
長屋開店につづいて、桐ケ丘地域で求められている
ことをやまぶき荘さま、北区社協さま、そして私どもも
仲間に入れていただき話し合い、「地域の方たちが、
ふらりとひと休みできる無料休憩所　あかしや」の開所
となりました。
やまぶき荘さんは、少し前からそのような場を常設で

きないか考えられていたようですが、私どもドリームヴ
イが、現場のサービスを担わせてもらうことで、開所に
すすむことができ良かったと思っています。
あかしやのとりくみは、立ち寄り場、イベントにとどま

らず、子ども食堂の土台づくり、高齢者の朝の活動
の場づくりとなって広がっており、みごとです。
さまざまな生き方をみとめあい、助けあう街づくりの

リードをやまぶき荘がすすめて下さる中で、私どもも
共にさせていただきたく思っています。よろしくご指導
下さい。

祝 辞
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桐ケ丘やまぶき荘は地域のかなめ

桐ケ丘自治会連合会
会長　青木 和男

桐ケ丘地区民生委員・
児童委員協議会会長

鈴木 文子

私達が住むこの桐ケ丘、赤羽台地域では現在、
日本のいたる所で抱える高齢者の諸問題が噴出して
いる事柄が、集中してこの地域では現出しています。
その深刻な諸問題の解決の中心には、いつもやま
ぶき荘がいます。その問題解決に携わる職員には、
私達はいつも尊敬の念をいだいています。エッセン
シャルワークという言葉通りの人間の根本に関る生命と
尊厳の境界に向き合い、毎日の職務に精勤されている
皆さまには将に社会の土台を担っています。当然そこ
には高い職業倫理性が要求され、人権への配慮は
当然欠かさざるを得ないものです。一方で我が国の
現状ではこうしたエッセンシャルワーカーへの経済的
配慮は十分とは言えません。言うまでもなく、社会の
重要な土台を支えている、そうした人々への経済的
厚遇は、必要不可欠なもので、社会全体で分かち
合う性質のものです。やまぶき荘は私共の地域の中心
にいつも居て、私達の安心の支えになっています。
この重要な役割は高齢化社会の構造が抜本的変革
が無い限り変わりません。人にやさしい町づくりの基本
的理念が変わらない限り、やまぶき荘の精進と研鑽を
願わざるを得ません。とりあえず20年は過ぎました。
成人に達したわけですから、課題は増々高く、険しく
聳えるものです。ご健闘を切願いたします。
桐ケ丘団地、赤羽台団地の再生が最後の工程に
入り、それまでの町並が一新され、新しい環境が現出
します。近い将来若い世代の人々の移住が桐ケ丘地
区に始まり、子供達の笑い声が住民の心をやわらげ、
やまぶき荘の活躍が後退するかもしれません。世代の
偏りが是正され、沈滞した空気が清新さを増し、商店
街の活気が今一度この地域に沸き起こり、老青小が
共に活躍し、30年後のやまぶき荘が新しい形でこの地で
存続することを願ってやみません。

北区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘の受
託運営を開始、その後、高齢者在宅サービスセンター、
桐ケ丘やまぶき荘在宅介護センター、特別養護老人
ホームと次 に々高齢者の為の施設を開設されました。
介護保険事業計画の変化、新型コロナウイルス感
染症の対応は職員の方々のご苦労はたいへんな状況
だと思います。感謝申し上げます。
開設当初、介護者教室などの行事に声を掛けてい

ただき、ご家族の思いを聞くことができ大変勉強になり
ました。町会自治会、ケアマネージャー、事業所との
交流の場も作っていただきました。それぞれの立場から
考えを聞いたこと、参考になりました。
また、やまぶき荘の陶芸窯をお借りして、一般向け
の陶芸教室が開かれた時2年ぐらい通ったと思いま
す。窯を開けるまで、どのように出来ているか、わか
らないことがとても楽しみでした。その時の作品が食卓
をにぎわしています。
今、桐ケ丘では北区、やまぶき荘、社会福祉協議
会、社会福祉法人ドリームヴイ、地域の方と高齢者も
子供も誰もが安心して生活でき、交流の場として、
桐ケ丘サロンあかしやの運営をしています。
私たち民生委員も少しでも協力できたらと思っていま

す。ご指導よろしくお願いいたします。
北区の中でも高齢者の多い桐ケ丘地区にやまぶき荘

あんしんセンターを開設していただいて感謝いたしま
す。介護、健康、福祉となんでも気軽に相談できる所
として浸透してきました。職員皆さまの努力の結果で
す。民生委員が相談に伺うと、ご存知のことが多く、
話がスムーズに進みます。頼もしい施設です。ありが
とうございます。
やまぶき荘運営20周年おめでとうございます。職員
皆さまのご健康と、増々のご発展を心からお祈り申し
上げます。

祝 辞
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平成13年5月
東京都北区より「北区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘（定員100名）」の
受託運営を開始する

平成13年6月
東京都北区より「北区立高齢者在宅サービスセンター桐ケ丘やまぶき荘」及び
「北区立桐ケ丘やまぶき荘高齢者在宅介護支援センター」の受託運営を開始する

平成13年7月
東京都北区より「シルバーピア桐ケ丘第一」の生活援助員派遣業務の
受託運営を開始する

平成13年11月
東京都北区より「シルバーピア桐ケ丘第二」の生活相談員派遣業務の
受託運営を開始する

平成18年3月 東京都北区立在宅介護支援センターの受託運営を終了する

平成18年4月
「北区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘」の指定管理者として受託運営を開始する
「北区立高齢者在宅サービスセンター桐ケ丘やまぶき荘」の指定管理者として受託運営を開始する
「居宅介護支援事業所桐ケ丘やまぶき荘」の設置運営を開始する

平成20年4月 「北区立桐ケ丘やまぶき荘地域包括支援センター」の受託運営を開始する

平成20年6月 「北区立高齢者在宅サービスセンター桐ケ丘やまぶき荘」の定員を30名から35名に増員する

平成21年5月 「高齢者在宅サービスセンター桐ケ丘やまぶき荘」の祝日営業を開始する

平成21年10月
「北区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘」の定員を
100名から106名に増員する

平成21年12月
「北区立高齢者在宅サービスセンター桐ケ丘やまぶき荘」の定員を
35名から40名に増員する

平成22年7月 プライバシーマークを取得する

平成23年4月 「北区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘」にて看取りの本格施行を開始する

平成28年6月
「桐ケ丘サロンあかしや」を桐ケ丘中央商店街内に、北区社会福祉協議会、
社会福祉法人ドリームヴイ、社会福祉法人東京聖労院（桐ケ丘やまぶき荘）の三者で開設する

平成30年5月
「北区立高齢者在宅サービスセンター桐ケ丘やまぶき荘（通所介護）」の定員を
40名から50名に増員する

やまぶき荘やまぶき荘ののあゆみあゆみ
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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・排泄・入
浴といった生活支援から生活リハビリ、書道などのレクリエー
ション活動など生活上で必要な支援を行っております。また、
毎月1回、各フロアにて「お花見」や「敬老会・秋祭り」などの
季節行事も催され、入所されたご利用者に移り変わる季節の
雰囲気を堪能していただいております。
利用されている方の人数は、2階・3階・4階合わせて106
名です。ショートステイご利用の方の部屋は10名分あります。
入所されている全てのご利用者に、日々の生活を「幸せ」と
感じていただきたい。その為に、ご利用者お一人お一人のご
希望・ご要望に応えられるよう誠心誠意努めております。

やまぶき荘に入所されている全てのご利用者やご家族に愛される施設であり続けるために、私たちはこれか
らも自己研鑽に励み、さらなる成長に向かって弛まぬ努力を続ける姿勢を持ち続けます。これからも職員一同
精いっぱい頑張ってまいります。

相談支援課では相談援助職として、特別養護老人ホーム
の入所候補のご本人及びご家族に対して事前に施設説明や
必要な情報を収集する目的で面接などを行う入所調整業務
や、退所手続き・ご利用者やご家族から入所中の生活に関
する相談業務を行っています。また、より多くショートステイ
を希望される方が利用出来るようにするベッド管理や、ご利
用者の要介護認定調査・入院者の対応、請求業務、受診・
退院の送迎など幅広い業務を行っています。ご利用者が歩ん
できた長い人生を大切に少しでも「その人らしい生活」を施設
で送っていただけるよう各専門職と連携し支援していけるよう
日々取り組んでおります。

相談支援課

生活課

北区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘

医務課では看護師、機能訓練指導員が所属しており定期
的にPT、OTが身体機能評価を実施しております。日々のご利
用者の健康管理が中心で必要なバイタル測定や処置を行い、
状況や緊急性を判断し配置医への的確な情報伝達に努めま
す。週2回の配置医、月2回の精神科医の回診時に立会いし
薬局との連絡調整も行います。またご利用者やご家族の意向
に最大限添えるよう各セクションと連携し話し合いを行い、ケ
アをどのようにしていくか情報共有し、その方に合ったケアを
常に提供できるように取り組んでいます。施設で最期の時を
迎える方も多く、介護職員と密に連携し「暮らしの中の看護」
の実践で、ご利用者ならびにご家族が不安なく、穏やかな看
取りに繋がるように心掛けております。

医務課
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栄養課では特養やデイサービスを使用されるご利用者
に、調理委託業者の方 と々連携して食事やおやつを作り
提供しています。
定期的にセレクト食や行事食を実施し、様々な状況の

ご利用者に食事を楽しんでいただけるように日々努めてい
ます。
ご利用者の変化に合わせて最後まで経口で食事を摂っ
ていただくことが出来るように、他の専門職と情報を共有
し相談を重ねながらより「美味しく、楽しく、安全に」食事
を提供していけるように心がけてまいります。

栄養課

総務課は経理業務、人事労務管理業務、庶務業務が
中心です。経理業務は日々の入出金管理、業者の支払い、
月次の試算表作成、年度末の決算報告書作成まで行って
います。人事労務管理業務は職員の勤怠管理、給料計
算、福利厚生等を行っています。庶務業務は来客・電話
対応、施設の営繕管理等を行っています。
普段は直接ご利用者に関わる業務ではありませんが、や

まぶき荘で快適に過ごしていただくために、より良い施設
運営を心掛けて業務を行っています。

総務課

洗濯室では、ご利用者の衣類やタオル、職員のユニ
フォーム等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。
特に、入浴日にフロアごとに降りてくる衣類やタオルはと

ても重く、体力を使う仕事であり、体調管理に努めなけれ
ばなりません。
フロアが大変なときは、洗濯業務以外におしぼり作りを
手伝うこともあります。また北区のシルバー人材センター
の高齢者の皆さんにもお手伝いをお願いしています。
これからも、ご利用者が快適な生活を過ごせるようにお
手伝いできればと思っています。

洗濯室
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デイサービスでは住み慣れた地域の中で安心して暮らしたいという願いを大切に考えています。
要支援以上で一人暮らしの方や介護を必要とされる方に自分らしい自立した生活を送っていただけ
るようにご利用者のお気持ちに寄り添いながら、お食事や入浴、排せつなどの日常生活に必要な
援助をしています。また、機能訓練指導員よる心身機能の向上を目指した体操やレクリエーション、
生活課題に対する機能訓練を行っています。
ご利用者の心身機能の維持とご家族の負担軽減を図れるように質の高いサービスを目指して
います。
近年は要介護状態にならないようにするために「フレイル」の予防を心がけています。筋肉が衰え

て疲れやすくなり、家に閉じこもりがちになるなどの衰え全般に気を配っています。身体的な問題だ
けでなく、認知機能障害やうつなどの心理的な問題や独居や経済困窮などの社会的問題も関係し
ますが、楽しくデイサービスに通っていただき、介護、機能訓練、医療専門のスタッフが関わるこ
とでフレイル予防に繋がると考えています。
コロナ感染予防のために休まれていたご利用者がフレイル状態にならないか心配していましたが、

ご利用を再開し始めています。また、感染予防の為に自粛した活動もありますが、季節を感じてい
ただける行事は感染症予防対策を講じた上で楽しさの演出を忘れずに、規模を縮小して開催して
います。

北区立高齢者在宅サービスセンター桐ケ丘やまぶき荘
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平成13年6月、「北区立桐ケ丘やまぶき荘高齢者在宅介護支援センター」として受託運営を開始し、平成20
年4月からは「地域包括支援センター」として改めて開始しました。平成28年には地域公益活動として「桐ケ丘
サロンあかしや」を開設し、誰でも立ち寄っていただけるフリーサロンとして多くの住民に利用していただくとと
もに、地域づくり拠点として活用しています。
在宅介護支援センター荘開設当初4人だった職員は現在12人に増えています。
桐ケ丘地区は都内でも有数の高齢化地域であることから相談件数も多く、複雑な課題を抱える方も増えて

います。包括職員がお互いの専門性を活かしながら協力し、他機関とも多職種チームで連携して支援していま
す。これからも誰もが地域と繋がり、お互いに見守り・支え合い、安心して暮らし続けることができる地域づく
りを地域の方 と々共に行っていきたいと思います。

居宅介護支援事業所桐ケ丘やまぶき荘は、現在3名の介護支援専門員が勤務しています。地域の皆様が
住み慣れた環境で可能な限り長く生活できるよう、その方らしく自立した生活ができるよう支援しています。
そのために介護保険制度に基づいて、ご利用者・ご家族の思いや希望を伺いお身体や環境に応じて、ケア

プランを作成し、介護事業者と調整を行います。
そして､ 定期的にご自宅にて体調やサービス利用状況を伺う、モニタリング訪問を行います。
ご利用者のお気持ちに常に寄り添い、その方が望む生活を続けられるよう努めています。

居宅介護支援事業所桐ケ丘やまぶき荘

桐ケ丘やまぶき荘地域包括支援センター（高齢者あんしんセンター）
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竹内　桐ケ丘やまぶき荘は私どもの法人であります東

京聖労院が北区から運営を受託して20年が経ちました

が、職員からは「北区長さんてどんな方ですか？」という

ようなことをよく耳にします。職員に花川区長さんのこと

をよく知ってもらいたくて、いろいろお聞かせいただきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。

区長　20周年といいますと、私はまだ区長になってい

ませんね。私が区長に就任したのは平成15年からで

す。一口に20年と申しますが、この間職員の皆さんに

はいろんなご苦労があったと思います。北区の為にご

尽力をいただき、改めてお礼を申し上げます。

竹内　区長さんは岩手県のお生まれだと聞いておりま

すが。

区長　私は昭和10年に岩手県の釜石で生まれまして

現在86歳です。

竹内　86歳ですか。全然お若く見えます！釜石のお生

まれというと東日本大震災の被害には合わなかったので

すか？

区長　実家はもう両親も亡くなって弟夫婦がいます

が、地震の影響はほとんどありませんでした。

竹内　区長さんは東京に住むようになったのはいつから

ですか？

区長　実家は海産物の加工会社をやっていました。

高校まで釜石で育ちましたが、明治大学に入学したの

で東京に出ることになりました。岩手から汽車に乗っ

て最初に降りたのが赤羽でしたので赤羽で下宿をする

ことにしました。下宿の近所の皆さんは選挙になると自

分の応援する代議士の選挙事務所でお手伝いをして

いました。私もそのお手伝いに連れていかれ、それが

縁で大学院の修士課程を終わったあと、その代議士

の秘書になりました。

竹内　秘書という仕事は大変ではないでしょうか？

区長　それは大変です。決まった時間に食事は取れ

ないし、休みはありませんし、四六時中勤務時間です。

でもそこで人間としてやらなければならないことをいろ

いろな人から学びました。特に代議士からは自分の子

どものように目を掛けていただき、その影響は今でも

しっかり私の中にあります。

竹内　区長さんは昭和46年に区議会議員になったと

伺っていますが。

区長　秘書をしていて、区民の皆様の切実な願いが

理解できるようになりましたので、まずその人たちのた

めに役立とうと思いまして区議会議員に立候補しまし

たが最初は落選してしまいました。そのあと区議を3期

やりまして、一区切りができましたので、都議会議員

に立候補しました。ここでも最初は落選しましたが昭

和60年から都議会議員になりました。

花川北区長花川北区長ににインタビューインタビュー
桐ケ丘やまぶき荘開設20周年を記念して

開設者北区の区長、花川與惣太様に北区長になるまでの歩みを
桐ケ丘やまぶき荘広報委員、竹内直美がインタビューいたしました。
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竹内　区長さんになられたのは平成15年からだとお伺

いしましたが。

区長　はい。都議会議員は5期18年務めました。これ

が一区切りと考えておりましたので、北本正雄前区長

の後継者ということで区長に立候補しました。この時は

落ちることなく区長に当選できました。区長は区民の皆

様の身近におりますので、その様子がすぐわかりますし、

困っていることがあれば何とかしなければならないとい

う責任がありますので非常に緊張感があります。

竹内　現在区長5期目だそうですね。区民の皆さまの

信頼が厚いのですね。

区長　私は「区民とともに」を基本姿勢として「長生き

するなら北区が一番」「子育てするなら北区が一番」を

重点に「住んでいて良かった」と思える北区づくりを進

めてきたので、それが受け入れられたのかも知れませ

んね。

竹内　学生時代に政治の世界に飛び込まれてから今日

まで、長きにわたってのお勤めですがお忙しい中でホッ

とされる時間はどのような時ですか？

区長　都議会議員時代は仲間と一緒に大好きな野球

を楽しんでいました。いまでも当時の写真を見るとマウ

ンドの土の匂いがよみがえり、心は今も野球少年です。

また、今までに何頭もの猫との出会いがありました。

猫は個性豊かで愛らしい生き物です。猫は今でも私の

公務の疲れを癒してくれる大切な存在です。

竹内　猫は可愛いですね。やまぶき荘では以前犬を2

匹飼っており、ご利用者からも愛されていました。

区長　小さな生き物には本当に癒されますね。こうし

た猫たちとのめぐり逢いに感謝しています。

竹内　最後にやまぶき荘の職員に一言お願いいたします。

区長　職員の皆さんには桐ケ丘やまぶき荘の運営を通

して私が進めている「長生きするなら北区が一番」の実

現の一端を担っていただいて20年、本当にありがとう

ございます。これからも健康に気を付けていただいて、

区民の皆さまから信頼される施設づくりにお力を貸して

いただきたいと思います。

竹内　今日は本当にありがとうございました。
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ご利用者様・ご家族様
20 周年おめでとうございます。

やまぶき荘ができてから、もう20 年も経ったのですね。

やまぶき荘は母がデイケアに通っていた頃に開設し、母と一緒に見学に来たのですが、とてもきれ

いでトイレがお部屋ごとにあってビックリしました。そのときは、いつかここに入所できたらいいねと母

と話していましたが、先に母が入所し、その後に私まで入所することができて本当に嬉しかったです。

私も入所してから4 年半くらい経ちますが、少しずつできないことが出てきました。ですが、職員さん

たちにすごくやさしく親切にしてもらっています。私はここにいて幸せです。

これからも言いたいことを言ってしまうかと思いますが、よろしくお願いします。

ご利用者　牛尾 善子 様

私が初めてやまぶき荘に来て感じたのは、広くて明るい

お部屋でした。塗り絵をしたり、午後はカラオケ、ビンゴ

等あり、参加して楽しんでいます。生き甲斐は習字をして

いるときです。和気あいあいの雰囲気が楽しいです。

ご利用者　武田 禮子 様

やまぶき荘では、みんなで食事をしたり、

お話ができて良いです。職員さんはみんな

親切で満足しています。病気のこともあり、

運動の機会が得られることも自分にとって

重要で、とても助かっています。

ご利用者　小室 喜美江 様
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からのお祝いの言葉

やまぶき荘に行かない日は朝からぼーっとしてしまうので、

当日は張り切ってしまいます。同じ年代の人と話せて楽しく、

カラオケや体操もできて毎日来ても良いくらいです。物忘れ

が進まないように休まず通おうと思います。

ご利用者　藤 志乃江 様

開設 20 周年おめでとうございます。

母がお世話になってかれこれ 4、5 年。いつも喜んで出かけ

られるのは、スタッフの皆様のおかげです。これからも皆様が

健康で活躍されることを心よりお祈りしております。

ご利用者　三井 さき 様 ご家族

前の日からやまぶき荘に行くのが待ち遠しく、皆さんと

お話することを楽しみにしています。職員の人柄がよく、

いつも笑顔で温かい雰囲気に包まれているので嬉しくなり

ます。いつも元気をもらっています。

ご利用者　室井 清子 様
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ボランティアのボランティアの
やまぶき荘は受託以来、多くのボランティアの皆さんに支えられております。

踊り、書道、植栽、整容など様々な内容で活動に参加していただいていましたが、
現在はコロナ禍で受け入れを休止しています。

この度、20周年を振り返る座談会として久しぶりにボランティアの方にお集まりいただきました。

１　やまぶき荘との出会い

藤井　今日はお忙しい中お集まりいただきありがとうござ
います。久しぶりに皆さんのお元気なお顔を見られて嬉
しいです。この度やまぶき荘が20周年ということで皆さん
の活動のことをいろいろお聞かせ下さい。まず、やまぶ
き荘に来られたのはどのようなきっかけですか？
工藤　やまぶき荘が出来たときに私の母がボランティアで
踊りに来ており、私も一緒に来るようになりました。その
後私の踊りの会で活動を引き継いで今に至っています。
荻谷　私はやまぶき荘が出来た翌年から、特養の入浴
後のドライヤー掛けのボランティアに来ていたのですが、7
年ほど前から自分が参加していたダンスの会でも来るよう
になりました。以前はご利用者は私より人生の先輩の方が
多かったですが、最近は年下の方もいらっしゃいますね。
石川　やまぶき荘の10周年の時にも踊りに来ましたね。
やまぶき荘は地域の方がたくさん来られているので、私
たちも来やすいです。

２　ボランティアで得るもの、嬉しかったこと

工藤　私たちの会は区内の高齢施設に8カ所ほどボラン
ティアに行っていますが、やまぶき荘は心地よいですね。
気さくな感じがします。施設長さんを始め、職員の皆さ
んもよく声を掛けてくださって嬉しいですね。
石川　見てくれる人が喜んでくれて、私たちも嬉しいし、

達成感があります。
藤井　皆さんが着物姿で来て下さると、ご利用者も「き
れいだね」と喜ばれていますよ。
下原口　ご利用者の青春時代の曲を選ぶと皆さん喜ばれ
て盛り上がりますね！それを見ると私たちも励みになります。
荻谷　ボランティア感謝会は楽しかったですね。皆さん
でチームを組んでペタンクをやりましたね。あれは楽し
かったです。
石川　ボランティア感謝会は他の施設ではやってなくて、
やまぶき荘だけですよ。私たちも楽しみにしています。
秋祭りのボランティアも楽しかったですね！

３　ボランティアで大変なこと

藤井　何か大変なことややまぶき荘に期待することはあ
りませんか？
下原口　大変なことは特にないですよ。披露できる場所
を与えてもらってありがたいです。
荻谷　整容のボランティア中に職員さんが気を使ってお菓
子を下さったりするけど、そのお気持ちが嬉しいですね。
藤井　私たちが「来てもらって当たり前」という意識に
なってしまっては良くないですね。

４　コロナ禍で感じること

藤井　今は皆さんの活動はどうされていますか？
下原口　今までは毎週やまぶき荘の場所を借りて練習して
いましたができなくなり、披露する場もなくなったので、メン
バーの張り合いが無くなり、活動の大切さを痛感しています。
工藤　やらせてもらう場があることはありがたかったと感じ
ています。今は、地域の老人会の活動も縮小されて敬老
の日に何も催しが無いと聞いたことをきっかけに、踊りを見
ていただく機会を作っています。地域の方に喜んでいただ
いて回を重ねるごとに行きたいという方が増えています。
荻谷　私たちボランティアも高齢なのでこの２年間で筋暁寿会の皆さま
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皆さまと共に皆さまと共に
出　席　者
工藤静子（暁寿会会主）・石川佐智子（暁寿会）
　暁寿会：やまぶき荘の受託以来、新舞踊の踊りを披露してくださっている。

荻谷セイ子（ミクロフレッシュダンス）・下原口トヨ子（ミクロフレッシュダンス）
　ミクロフレッシュダンス：7年程前よりレクダンスを披露してくださっている。

藤井和彦（施設長）

力が衰えたり、踊りを忘れたりしました。最近練習を再開
して久しぶりに踊るとなかなか揃わないですね。皆さんに
見てもらえるようになるにはまだまだ練習が必要です。

５　北区高齢者いきいきサポーター制度について

藤井　北区でボランティアさんを対象に行っている「いき
いきサポーター制度（注）」についてはいかがですか？
工藤　ボランティア活動でポイントがいただけるのは活動
の励みになります。金額ではないです。気持ちに張りが
出ますね。高齢者が地域で活動するきっかけになってい
ると思います。
荻谷　今はボランティア活動を休止していますが、手帳
の更新もきちんと送ってくださってありがたいです。
藤井　改善した方が良いところはありますか？
石川　手帳の精算の時に王子まで行かないといけない
ので、それが大変ですね。ボランティアは高齢の方が多
いので予約を取って電車やバスで乗り継いで行くのは大
変なので、近くの施設で手続きできればありがたいです。

6　今後の抱負など

藤井　皆さんの活動の今後の抱負などはいかがです
か？
工藤　とにかく踊りは会のみんなの生きがいです。ボラ
ンティアの受け入れが早く再開してもらえると嬉しいです。
荻谷　私もやまぶき荘にいつかはお世話になるのかなと
思いますが、ボランティア活動をすることで元気な気持ち
と身体を維持して、お世話になるのを少しでも先延ばし
にしたいです。施設長さんも自分の時間が出来たら、
ぜひボランティアお勧めしますよ！

短い時間でしたが久しぶりにボランティアの皆さんが来荘
され、施設の中にもにぎやかな空気が流れました。皆さ
んが異口同音に「ボランティアは人のためではなく、自分
たちのためにやっている」と前向きな気持ちで取り組んで
いらっしゃったのが印象的でした。私たち職員にとっても
ボランティアさんの活動はとても励みになっています。受
け入れが再開することを私たちも心待ちにしております。
その時にはまたどうぞよろしくお願いいたします。

注：「北区高齢者いきいきサポーター制度」
北区で平成27年より行っている事業。65歳以上の区民が対象で、ボランティア活動の実績を手帳にスタンプを押印することで評価
し、集まったスタンプ数に応じて希望者は現金に換金することができる。1年間の上限は5,000円。ボランティア活動を通じて高
齢者が元気に暮らすことができる地域社会を創ることを目的としている。

ミクロフレッシュダンスの皆さま

ボランティア感謝会ボランティア感謝会
ペタンクで盛り上がりました！
ペタンクで盛り上がりました！

これからもよろしくお願いします！これからもよろしくお願いします！
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やまぶき荘開設時
入職し、 共に20周年を
迎えることができました。

助川 悟道

これからも縁の下の

力持ちとして頑張ります！

竹内 直美

体に気を付けて仕事を

一生懸命頑張ります。

黒子 太平

やまぶき荘職員よ
り

今の思いを一言で。
開設20周年

おめでとうございます。
出会った皆様に感謝です。

渡邉 直子

報恩感謝の思いで、

明るく元気に

頑張っていきます。

三浦 とも子

やまぶき荘20周年

おめでとうございます。

お仕事頑張ります。

加茂 奈津美

これからも地域に愛される

施設であり続けるよう

頑張ります。

小久保 了太

もう20年いやまだ20年。
この先も皆様の

笑顔の為に頑張ります。
安西 隆明

区民の方に頼って

いただけるよう

努めていきたいと

思います。

小林 博志

祝20周年。

初心忘るべからずを

信条にこれからも

精進してまいります。

佐藤 正子

素敵な笑顔に出逢える。

そんな職場にありがとう。

祝・開設20th。

萩原 充代

施設を支えて下さっている
皆様への感謝を忘れず

精進を重ねます。
脇坂 康治

開設20周年

おめでとうございます。

微力ながら頑張って

いきます。

佐々木 理江

やまぶき祝20周年！

この先も地域と共に

育ち続け

より良い施設に。

小林 美好

祝20周年。
地域に愛され30周年を

迎えられるよう
頑張ります。
松本 琴絵

おめでとうございます。

今後、日々研鑽を重ねて

いきたいです。

木村 絵海

地域と共に育った20年。

これからも地域と共に

成長していきます。

橋本 光広
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開設20周年

おめでとうございます。

仕事でもっと成長したい。

工藤 奈緒

チームを支える為に、
自己成長の時間を
毎日一時間使う。

菅谷 悠太

開設20周年

おめでとうございます。

やまぶき荘最高です。

小﨑 敏一

これから先何十年と

運営していけるよう、

一職員として頑張ります。

小右衛門 大輔

開設20周年、
おめでとうございます。

30周年目指して
頑張りましょう。
石井 俊助 頑張って働きます。

久保田 廉

20周年おめでとうございます。

益々のご発展を

お祈り申し上げます。

大野 康子

地域に根付き信頼ある

社会福祉法人と共に

その一員として邁進します。

小池 志津子

20周年

おめでとうございます。

今後も頑張ります。

早坂 峻介

20周年

おめでとうございます。

皆様と出会えて

良かったです。

髙橋 ひかる

これからもやまぶき荘の

発展に力添え

できるように

頑張ります。

高橋 亮介

これからも
よろしくお願いします。

加藤 紀美子

常にご利用者の事を考え、

ケアに努めて

いきたいです。

金城 亜紀

開設20周年、

おめでとうございます。

健康第一で頑張ります。

中山 恵子

今後も、
地域の皆様とともに

頑張りたいと思います。
加藤 真

開設20周年
おめでとうございます。

初心を忘れず、
日々頑張ります。

松崎 佳代

開設20周年

おめでとうございます。

これからも頑張ります。

椿 祐司

桐ケ丘やまぶき荘
開設20周年

おめでとうございます。
赤石 真由美
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開設20周年

誠におめでとうございます。

初心忘れるべからず。

守谷 知憲

開設20周年

おめでとうございます。

今後も頑張りたいです。

篠 航暉

初心に立ち返り、

聖労の理解と実践に

努めたいと思います。

杉山 宏志

今後も気を引き締めながら、
楽しく仕事に

取り組んでいきます。
小川 遥奈

20周年
おめでとうございます。

今後も努力して
まいります。
三城 美穂

20周年おめでとう

ございます。

今後も努力して

いきます。

大場 葵

やまぶき荘で
働き始めて開設20周年を
迎えることは感慨深いです。

成田 ひろみ

20周年

おめでとうございます。

働き続けられるよう

努力します。

長谷川 悠

私もここで

在職20年を

迎えられるよう

頑張ります。

岩野 誠人

感謝の気持ちを忘れず、
チームワークを大切に
さらに頑張ります。

廣田 桂子

ご利用者に寄り添い、
笑顔を引き出せるよう
精進にしてまいります。

佐藤 翔太

祝20周年。
これからもチームやまぶきの
一員として頑張ります。

松下 香織

これからも介護職として

やまぶき荘と共に

成長していきたい。

新井 浩二郎

さまざまな苦難や

コロナなどを乗り越え

ここまで来れたのだと

思う。

布川 功

自身が勤めて

まだ数年ですが、

今後も一職員として

頑張ります。

矢後 聡巳

今年からは相談員として

やまぶき荘に貢献します。

祝・20周年！

板垣 嘉幸

おめでとうございます！

素敵な方たちと

共に記念の節目に

出会えて嬉しいです！

柿村 順子
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これからもご利用者に

寄り添ってケアを

行いたいと思います。

川井 里美

恵まれた環境で

働くことができ

感謝します。

精進していきます。

簗瀬 雄司

職場の力になれるよう
日々精進して

まいりたいと思います。
宮﨑 朋美

節目の年となる20周年。

今後もご利用者に

良いサービスを提供します。

滝　正成

やまぶき荘の様に

常にニューノーマルで

ユーモラスな

人間になる。

小山 幾史入職2年目ですが、

今後も職場の力に

なれるよう頑張ります。

鈴木 翔子

これからも日々精進して
いきたいと思います。

邉見 邦子

開設20周年、

おめでとうございます。

働きやすい環境の

職場です。

近藤 さと子

開設20周年

おめでとうございます。

黒田 まさみ
これから先も、

信頼される人であるよう
心がけていきます。

佐藤 紫織

開設20周年

おめでとうございます。

須田 和憲

20周年おめでとう

ございます。

日々精進して

まいりたいと思います。

野村 美穂

穏やかな日々を
重ねられるよう笑顔で

取り組みたいと思います。
神田 佳恵

やったッ！！
さすがやまぶき荘！
そこにシビれる！
あこがれるゥ！
藤澤 亜記

感謝の気持ちを忘れず、

地域の為に

これからも

働いてまいります。

上條 邦俊

25周年に向けて、

皆様と共に感謝を

忘れずがんばるぞ！

本橋 真紀

感謝を忘れず、
これからも地域に
根付いた施設を

目指します。
脇川 麻子
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ご利用者が、

楽しく通える

デイサービスになるよう

努めていきたい。

髙橋 結生子
ご利用者が

安心して自宅で

過ごせるよう

支援し続けたいです。

田中 妙子

やまぶき荘開設時に
入職。 出戻り早や5年。
日々を楽しく大切に。

西口 亮哉

これからも

東京聖労院の

基本理念に基づいて

頑張っていきます。

千葉 洋平

安心して、楽しんで

過ごせる環境になるよう

努めていきます。

川島 美穂

20周年おめでとうございます。
地域の為に頑張ります。

清水 潤

皆様の笑顔を

多く引き出す元気に

なれる場所に

していきたいです。

松永 裕子

ご利用者が、

元気で楽しく過ごせる

デイサービスを

目指したい。

工藤 正枝

記念すべき20周年に
働けていることを
嬉しく思います。

鈴木 大輔

これからも、

ご利用者の笑顔を

糧に日々を

邁進していきます。

野口 尚子

来荘する方々の

厳しさや深い懐、

真剣さやユーモアを

尊敬します。

木全 澪

祝20周年。
私も20年で色々 勉強、

成長させていただきました。
土田 敬子

祝20周年。

これからも地域の方々 に

貢献したいと思います。

戸松 隆

今後も楽しく仕事が

できるように、

日々リフレッシュ

していきます！

岩本 千佳子

地域に密着した、
安心して生活が
出来るように

サポートしていきます。
井関 由加

皆様の笑顔が

たくさん見られる

ように頑張ります。

野口 直美

20周年

おめでとうございます。

やまぶき荘で

働けて幸せです。

比嘉 莉
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明るく楽しく穏やかに、
30周年目指して
いきたいです。
小宮 三恵子

桜の木々に囲まれた

やまぶき荘。

四季折々の季節の中で

頑張ります。

仙北谷 卓子

理念を羅針盤に

超高齢化社会の海を

一致団結して

頑張っていくぞ！

小川 哲治

ご利用者が
ホッとできるよう、

いつも笑顔で対応します。
村山 冬子

今までも、

そしてこれからも

桐ケ丘やまぶき荘と

共に歩んでいきたい。

海老原 澄子

団地群に圧倒された

20年前を懐かしみ、

これからの地域を思う。

内田 美穂

ご縁をいただき、
ここで働けることに感謝。
共に歩めることに感謝。

斉藤 しのぶ

実のならない山吹が

種をまいて20年。

桐ケ丘にその実は

なっている。

小林 久士

やまぶき荘で働けることに

感謝しています。

今後も精進します。

堀田 絵理子

やまぶき荘の一員として、
これからも頑張って

いきたいです。
薄井 未沙貴

地域に根付いて早20年。

これからも共に

頑張っていきたいです。

横山 恵子

元気に働け、

区切りの年を迎える今を、

次に繋げる存在で

ありたいです。

勝又 弘子

地域に根差した
桐ケ丘やまぶき荘として
親しまれ続けてください。

平井 るみ子

地域と共に歩み、

地域の方々 に

安心を届ける支援を

していきたい。

山名 典子

ありがとうの心、

感謝の心を忘れず

支えあっていきたい。

友成 晴美

おめでとうございます。
微力ながら

今後も尽力いたします。
金子 哲治

およそ、 四半世紀の
地域との絆。

半世紀に向け、
さらなる絆を。
瀧澤 弘資
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北区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘
北区立高齢者在宅サービスセンター桐ケ丘やまぶき荘
居宅介護支援事業所桐ケ丘やまぶき荘
桐ケ丘やまぶき荘高齢者あんしんセンター

〒115-0054　東京都北区桐ケ丘1-16-26
TEL：03-5924-0150　　FAX：03-5963-6931

　職員からのメッセージに「実のならない山吹が種をまいて20年。桐ケ丘にその実は
なっている。」とありましたが、やまぶきの花には次のような伝説があります。

　若き日の太田道灌が急な雨に見舞われ蓑を借りようとある小屋に入ったところ、
若い女性が何も言わず山吹の花一枝を差し出したので、道灌は怒って帰宅しました。
後に｢七重八重花は咲けども山吹のみのひとつだになきぞ悲しき｣という和歌にかけて
「貧しくて蓑（実の）一つさえ持ち合わせていません」という意味が託されていたのだと
教えられ無学を恥じ、以来和歌の勉強に一層励んだという話が伝わっています。
　北区と太田道灌はたいへん関係があります。やまぶき荘の近くに現在静勝寺と
いうお寺がありますが、ここに道灌は「稲付城」を築いたといわれています。

あ と が き

この度、桐ケ丘やまぶき荘受託運営20周年の記念誌を作成するにあたり、この20年を振り返りました。
その中で桐ケ丘やまぶき荘が、この20年もの間、どれだけ多くの方々に支えられながら運営してきたかを
あらためて知ることができました。
法人の基本理念に「『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」と

ありますが、桐ケ丘やまぶき荘は施設として地域とともに育ってきたかどうか…。考えた末に出た答えは、
「地域の皆様に育てていただいている」がゆえに、地域に根を張り「少しずつ」、でも「着実に」育って
きたのではないかという前向きな答えでした。それは同時に、「これからも地域の皆様とともに育って
いきたい」という思いにもつながりました。
地域の皆様に、「やまぶき荘があるから安心だ」、「やまぶき荘があるから助かっている」等のお言葉を

いただけるように、また、今後も受託運営を継続させていただけるように、より一層精進していきます。
地域の皆様と一緒にコロナ禍を乗り越え、その先の明るい未来を想像しながらこの記念誌を作成させて

いただきました。どうかこれからもよろしくお願いいたします。
	 20周年記念誌編集委員長
	 施 設 サ ービス部 部 長 　脇坂	康治

やまぶきの花にまつわる伝説やまぶきの花にまつわる伝説


