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社会福祉法人敬愛会 介護施設 

敬愛ホーム・ウェルケア立川・ウェルケア国立・ 

ウェルケアひだまり・ほゝえみ・敬愛の森 

ウェルケアひだまりはこの４月１日で開設１０周年を迎えました。 

発行日 

令和元年５月１日 

 

４月２２日職員・各施設の管理者約４０名が集ま

り,祝賀会を開催しました。また勤続10年の職員が

表彰されました。 

 

 

 

新元号令和が始まりました!!! 

新しい令和の時代に入り,「人々が美しく心よせあう」

介護施設を目標に,心新たにして施設運営に取り組んで

います。 

介護保険事業を超えて,高齢化が進む地域社会の支えと

なる施設として整備された「南台シニアセンター（敬愛

の森」(東村山市)は開設4年が経ちました。2～3ページ

の特集をごらんください。 

高齢化する地域社会の諸課題に取り組み,安心して暮ら

せるコミュニティーの創造を目指しています。 
 

             令和元年5月 

                   理事長 青木 澄雄 



 

   
 

 

社会福祉法人敬愛会 

 
 

 
●5月には敬愛の森の目玉イベント「お誕生日会」が参加者13人で始

まりました。回を重ねるごとに参加者が増え、2年後の8月は86人が参

加。その後定員を50人以内にさせていただきました。 

参加費は4年間変わ                    

わらず700円！ 

      

●オープン直後の5月にはすでに「カラオケ」や

「尺八コンサート」が始まり、以降フルートやハー

モニカ、三味線、和太鼓などの演奏、AOBAバァー

バァーズやよさこい、腹話術など多くのイベントが

ありました。 
 

●11月には家にこもりがちな男

性においしいものを食べ、人と

交流してほしいと「男の食事

会」がスタート。初回の6人参加

から現在は12人以上の方が参加
しています。 
森の食堂のスタ 
ッフが腕により 
をかけた料理が 
提供されます。 

●8月には南台団地主催の“夏まつ

り”に焼き鳥、ヨーヨー釣りなど

を出店し、職員一同大奮闘。以後

毎年出店して夏の一大イベント 

です。 

●他にも1年目は講演会や料理教室、バイキングが何度も開

かれ、エンジン全開でした！ 

オープン当初は「食堂は誰でも利用できるの？」
「イベントは内部の人達しか参加できないの？」と

いった声も聞かれ、少し敷居が高かった敬愛の森です
が、今は地域の方々の居場所として馴染んでいます。 

1年目からエンジン全開！！    （2015年4月～2016年3月） 

「クラフト教室」に初回から参加しているＭ

さんとＳさん。たまたま鈴木民子さんのクラ

フトの作品を見て「やってみたい」と、鈴木

さんの家で習っていました 

が、敬愛の森のオープンに 

合わせて教室を開くことに 

なり、今日まで続いていま 
す。 
 
お二人の作

満開の桜のもと4月1日にオープン。開設前に行われた竣工式には、東村山市市長、都市

再生機構南台団地・富士見台団地自治会長ほか大勢の関係者が出席しました。 

2年目には「男の食事会」が始まり、「森のコンサート」も充実して様々な音楽や踊りなどを楽しみました。 

 

2年目は「森のコンサート」がさらに充実！！      （2016年4月～2017年3月） 

●「ちぎり絵」「パッチワーク」「ク

ラフト」「手作りフェア」「折り切り

紙」と、現在も人気の創作活動も始

まっています。 

コーディネーター 

の鈴木民子さんや 

折り切り紙の講師 

佐藤明子さんの協 

力のおかげです。 

●12月の「女子高生による合

唱」を皮切りに毎年「木管コン

サ ー ト」「お 茶 会」「よ さ こ

い」「ギター演奏」などなど、

高校生や小学生による歌や演

奏、踊りといっ

たイベントも多

くなりました。 

●11月には 

プロの声楽 

家による本 

格的な「オ 

ペラ公演」 

もあり、ご 

利用者様や地域の方たち 

は大感激。現在も「森の 

コンサート」として、様 

々な公演が行われていま 

す。 

 

敬愛の森、４年間の歩み 

 

●「森の食堂」は

オープン以来年中無

休で頑張っていま

す。気軽にお食事が

できお茶も飲め、地

域の皆さん憩いの 

場になっています。  
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図や写真

の説明を

記入しま

社会福祉法人敬愛会 

●5月には人生100年時代を迎え、元気に100歳を目

ざそうと「100歳クラブ」を結成。毎回石亀先生の

「役立つお話」「身体測定とアドバイス」「歌と体

操」と充実した内容です。これを機に森の食堂でも

「100歳御膳」が出され人気メニューとなっていま

す。 

カ
ラ
オ
ケ
も
楽
し
み
の
一
つ
。 

敬愛の森で知り合いが増えました。 

●「森のコンサー

ト」もオペラや中南

米音楽、サックス＆

ピアノデュオとバラ

エティに富み、本格

的な生演奏を満喫し

ました。 

友あり、遠方より来る   
また楽しからずや（論語）…100歳クラブや広報

紙折りのボランティアで知り合った人たちに会い

たいと、半年前に近県に引っ越したＫさん(70代)

が訪れ、久しぶりに森の食堂で会食です。 

しばし健康の話で盛り上がり、子どものころの話

に花が咲きます。Ｋさんは新しい町で「敬愛の

森」のような、人と出会える場を探したけれどな

かなか見つからず、やむを得ずジムに通い始め、

顔見知りも増えてきたそう。一人暮らしで入浴が

不安だったＫさんにとってジムは銭湯 

    代わりにもな

り、一                                        

つ悩みが解決したそう

です。久しぶりに会っ

た石亀先生にも挨拶を

して、再会を約束して

おいしい食事と新しいイベントに期待  
森の食堂や森のコンサートなどでよく顔 

を合わせるＩさん。敬愛の森をフル活用 

している方の一人かもしれません。 

オープン当初は配食サービスを利用し 

たり、4年間頻繁に食堂を利用するな 

ど、食事の面で大助かりといいます。「僕は最初から敬

愛の森の敷居が高いとは感じなかったなぁ」と、オープ

ン当時からカラオケやパワーリハビリ、100歳クラブ、さ

まざまな講演会や音楽イベントなどにも顔を出していま

す。 

今後期待することは、「おいしいものを食べたい、季節

ごとに旬のメニューを出してほしい」と。男の食事会に

もそれを期待して初回から参加しています。 

さらに、落語や漫談などのイベントやコンサートに期

待。今年はどんなイベントが出てくるか楽しみにしてい

ます。 

●11月には「第1回森の文化

祭」を開催。森のご利用者様

や各創作教室に参加の方たち

の作品、地域の方たちの絵画

や写真などが会場を飾りまし

た。 

施設長は 

「来年は 

もっと大 

規模にや 

ろう！」 

と宣言。 

●8月には「囲碁サロ

ン」がスタート。皆様

のご寄付で豪華な碁盤

セットが集まりまし

た。現在は月2回開催中

で、毎回楽しみにして

いる方もいます。 

2017年の最大のイベントは「100歳クラブ」発足と「森の文化祭」の開催です。また、「囲碁サロン」もスタート

し、楽しみが増えました。 

●11月～12月の「第２回森の文化

祭」は、「作 品 展」「音 楽 祭」

「講演会」の3部構成で実施。南

台小学校の生徒さんやさやま園の

方、地域の方たちの力作が会場を

飾り、多くの来館者がありまし

4年目は「新しい創作教室」がスタート！！        （2018年4月～2019年3月） 

３年目は「１００歳クラブ」と「森の文化祭」がスタート！！ （2017年4月～2018年3月） 

●6月には創作活動に参加している

方たちの希望で「着物リメイク教

室」が、19年 

1月には「陶 

芸教室」が新 

しく始まりま 

「第2回森の文化祭」は施設長の宣言通り大規模な開催となりました。また、「カラオケクラブ」も毎週行わ 

れるようになり、新しい創作教室も増えました。 

新しい活動を始めませんか？ 
俳句、論語研究会、絵画、折り紙、将棋、書道、
ペン習字、文章教室、楽器演奏などなど、仲間が

 

ろ 
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こんなことがありました!!! 

 お問い合わせ先  
当法⼈のサービスおよび詳細に
ついてお気軽にお問い合わせくだ
さい。   
社会福祉法⼈敬愛会  
〒190-0032 ⽴川市上砂町 
2-14-1 
042-537-5637  
home@keiaikai.org 
Web サイトをご覧ください:  
http://www.keiaikai.org 

施 設 名 住所 電話 施設長名 

特別養護老人ホーム 敬愛ホーム 190-0032立川市上砂町2-14-1 042-537-5637 川越 悟 

グループホーム ウェルケア立川 190-0032立川市上砂町3-4-26 042-537-1255 清 隆真 

小規模多機能施設 ウェルケア国立 186-0004国立市中2-13-57 042-580-2238 林 昌樹 

高齢者介護施設 ウェルケアひだまり 190-0032立川市上砂町3-36-14 042-534-9966 乙幡 直樹 

 

特別養護老人ホーム ほゝえみ 190-0032立川市上砂町2-3-10 042-537-7005 須崎 義男 

南台シニアセンター 敬愛の森 189-0024東村山市富士見町1-14-3 042-306-3199 湯原 浩一 

社会福祉法人敬愛会 介護施設 

社会福祉法人敬愛会 

あおば保育園児との交流 外  食 上砂まつり 

フラダンス 
クリスマス 

初詣 

節  分 つるし雛見学 
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