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和子

25 周年を迎えて
つむぎは地域の皆様に応援していただき、メンバーの
協力を得ながら、今年で 25 周年を迎えることが出来ました。
現在の事業は、月平均で自立援助サービス 18 件、

今後とも「つむぎ」を末永く
よろしくお願いいたします

介護保険サービス 40 件、障がい福祉サービス 30 件、
市からの委託事業 5 件提供しています。
立ち上げてから四半世紀を経て、メンバーも歳を重ねて
いますが、利用して頂いている皆様に、安定してサービスを
提供し続けられるように、次の世代に引き継いでいくことが
私達の役割であり、責務だと思っています。
幸い、つむぎには若いメンバーもおりますので、仕事と
生活の調和がとれるように、働き方を可能な限り整備し、

編集後記
記念誌を作るにあたって、まず考えたのは少しでも多くの声を載せたいということ
でした。利用者様、立ち上げのメンバー、途中からのメンバー、新しいメンバー、25
年の歩みの中でそれぞれ色々想いを綴ってみて、改めてつむぎを、そして自分自身を、
見つめ直すことができたのではないでしょうか。つむぎの 25 周年記念誌の作成に携
われて良かったと思っています。
お手にとって下さった皆さまの心が少しでも暖かくなっていただければ嬉しく
思います。お忙しい中、寄稿下さいました利用者様、メンバーの皆様ご協力、ありが
とうございました。
尾原 美保子・鈴木 正美・斉藤 恵
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皆で力を合わせて運営していけるように、また新たな
メンバーも参加して頂けるような事業所を目指しています。
これからも皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い致します。

理事長 倉持 和子

つむぎ 25 周年記念パーティ
～10 月 20 日土曜日 唐木田のカフェドスルーにて～
このおめでたい日を祝うかのような晴天に恵まれ、メンバー、来賓の方など
たくさんお集まりいただきました。
メインイベントとして、京王電鉄マジックショーの方がいらしてください
ました。マジックはとても楽しかったですし、参加した方々の笑顔が
キラキラしていて、みなさん楽しい気持ちになりました。美味しいお料理を
食べながらの歓談の合間には、立ち上げメンバーから新人さんまで、つむぎの
ことをお話しいただきました。
25 年間の日々に想いを馳せ、これからのつむぎの未来を考えたりと、
暖かい中にも活気のある素敵な時間を過ごすことができました。
皆さま、ありがとうございました。
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利用者様より

設立 25 周年おめでとうございます。

「つむぎのヘルパーさんとの 25 年の歴史」
桜ヶ丘に越してきてすぐに介護保険制度が動き出し、研究所の研究員だ
った私の家事を手伝って下さると言う事で、私も保険制度に加入させて頂
ける事になった。
市役所の福祉課の方のお世話で、これからできる「つむぎ」というヘル
パー派遣所にお世話になるのが良いだろうという事になり、いく日も経た
ずヘルパーさんに来て頂けた。
小学生の子供が 2 人、主人は単身赴任で留守という家族構成だった。
こんな家族のお掃除、お洗濯、食事作りを助けて下さる方が必要だった。
毎日玉川学園の研究所まで車で出掛ける元気な私だったが、子宮内膜症で
子宮を剔出してからほとんど寝たきりの状態になった。そんな変化に「つ
むぎ」は的確に対応して下さり、子供達を次々に送り出し孫の顔も見る事
ができた。
こうして 25 年が経ってみると、ヘルパーさんの歴史は我が家の歴史で
あることに思い至った。ヘルパーさんなしには、我が家は成り立たなかっ
た。ヘルパーの皆さんありがとう。心から感謝します。
柳沢 桂子

「つむぎ」さんとは、息子がケトン食療法を始めた、15 年くらい前から
のお付き合いです。
息子の気持ちに添った支援をして頂き、関わって下さったヘルパーさん
達と、息子なりに人間関係を築けるようになったと感謝しています。ただ、
息子も成人し、男性ヘルパーさんの必要性を強く感じています。より幅広
い支援も可能になると思います。
これからのご発展をお祈りするとともに、
息の長いお付き合いをお願い致します。
前田 美世里

創立 25 周年おめでとうございます。
永きに亘る皆様の地域福祉に対する貢献に、心から敬意と感謝を
申し上げます
私の母は 102 歳で亡くなりましたが、25 年前つむぎ創立と同時、初の
介護高齢患者でした。亡くなるまで温かい介護の数々を頂きましたが、私
は家族として（娘）ずっとうれしく見ていました。その私が現在は腰部手
術を受け、介護度は支援 2 となり、再度つむぎさんのお世話になっていま
す。
「この地域に住んで良かった」と 2 代にわたるご縁を大変うれしく思っ
ています。何卒今後ともよろしくお願いいたします。
これから未来にむけてたすけあいワーカーズつむぎとして益々ご発展、
ご活躍がありますよう期待し、お祈りしております
吉良 節子

25 周年おめでとうございます。
25 年前、創設の頃の「つむぎ」の方々はどのような思いを込めてこの事業
所を立ち上げられたのでしょうか。私はそうした事を直接お聞きした事は
ありませんが、
「つむぎ」のヘルパーさんのお一人お一人の働かれる姿勢を
拝見していて、そうした思いや意思を充分に感じている日々です。
利用者がヘルパーさんを受け入れて働いて頂く事は、多少の心の負担も
あってなかなか「最初の一歩」が踏み出せないものです。私自身もそうし
た気持ちの葛藤もありつつ、利用者となりました。
「ありがとう」と「心の
負担」、両者を抱えつつ生活のある部分をおまかせする利用者の心の面に寄
添って頂きつつ、これからもどうぞ日々のお仕事を丁寧に重ねていって下
さいませ。
ますます、すばらしい事務所「つむぎ」さんになっていって
下さるようにと思っています。

なくてはならない我が家のサポート役
我が家の娘は生まれて 3 日目に障害があることを告げられ、生後一年の
うちに大きな手術を経て、やっと保育園に入りました。ありがたいことに、
その時からつむぎさんとご縁ができ、娘を可愛がってくださり、見守りから
お散歩、時には悩みの多い母親の私の話し相手までしていただきました。
どれほど助けられたことか、とても言葉では言い尽くせません。
いまや、その娘も成人して作業所で仕事をする毎日です。
親身になってくださるつむぎさんとのご縁がまだまだ続いていることに、
心から感謝しています。
飯田 夏生実

大木 道子
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歴代

理事長より

つむぎ創立 25 周年おめでとうございます。
25 年前に思いを馳せると、介護保険も整備されておらず、私は小
学生のときから行動を共にしていた一人の青年が高校は卒業したが、
市内に働く場もなく、共に過ごせる働き場と居場所が欲しくて、つむ
ぎの設立に参加しました。何か人とのつながりの中で、働くことの意
味を探して喜びを見つけたくて、
望んでいたことの実現に心躍らせた

つむぎに入ったのは 20 年前。丁度、NPO 法人の取得に向けて、
メンバー全員が頑張っていました。
都庁に何回も出向き、やっとの思いで法人格を取ったことは、
今でも懐かしく思い出されます。
その後、介護保険、支援費（障がい者総合支援法）の指定事業者
に、また多摩市の子育て支援等にも参加しました。
古いメンバー、若いメンバー、お互いに力を合わせ、地域の福祉
に、これからも貢献して行きましょう。

ものでした。

藤咲

憲子

介護事業と共働事業の 2 本立てで、ＡＣＴの中でも毛色の変わっ
た存在としての出発でした。 個性的でややカラフルな初期メンバー
の紹介も出来るといいですね
斉藤 美津栄

25 年という四半世紀、続けてこられたこと、率直に
うれしいです。
生活クラブ生協の「であい館」に 1 畳ほどの狭い部屋を事務所と

25 周年
であい館の片隅で、机ひとつ、電話 1 台から始めた
「つむぎ」が、メンバー30 名、永山駅前に事務所をもつ
なんて・・・。 野宮さんをはじめ、25 年携わってきた方々の努
力の賜物ですね。
ご苦労はたくさんあったことと思いますが、これからも良いケア
を心がけて、利用者の方に喜んでいただき、私たちも成長しながら、
より良い「つむぎ」と成るように、皆で頑張って継続していきまし
ょう。
近藤 邦子

して借り、事業を始めた「つむぎ」。現在の事務所の広い事・・・。
介護などした事もなかった私にとってそれは未知の世界でした。
コーディネートの仕方、身体介護、家事援助と無我夢中でしてきた様
に思います。
利用者様をはじめ、たくさんの方達との出会い、いろいろな事を教
えて頂き感謝でいっぱいです。仲間たちにも恵まれ幸せです。
30 年、40 年続きますように・・・。
私自身が介護を必要になった時、その時は宜しくお願いします。
野宮 和子

-6-

つむぎ設立 25 周年、おめでとうございます。
平成 28 年より、監査役をさせていたたいております。
理事会に出席していますが、色々と大変なこともあるでしょうが、
皆さん一丸となって協力して、つむぎを盛り立てていこうというパ
ワーを感じます。
これからも、皆さまのご健康とつむぎの 30 年、40 年・・・と
続いていくことを願っております。
監事 石井 栄美子

-7-

～メンバーより～
国の施策を先取り（？）して第 2 の
青春から後期高齢者予備軍の現在ま
誘われるまま、軽い気持ちで
つむぎに入りましたが、今思えば、
命を預かる大事な仕事をしてきた
事と身の引き締まる思いです。
健康に気を付けて、もう少し関
わっていけたら良いかなと思い
ます。
小沢 文子

で“つむぎ”に関わっています。
“つむぎ”のキャッチフレーズである
「高齢になっても、ハンディをもって
もこの街で暮らし続けたい」の趣旨に
添い、現在の私にとっては“しあわせ”
の一部です。
安藤 悦子

であい館で活動していた頃から
細―い糸でつながっている徳永
です。
ほとんど仕事はしていませんが、
病気になって入院をした時に「いつ
でも声をかけてね」という“つむぎ”
の存在はとても心強いものでした。
これからも地域で頼りになる
“つむぎ”になるよう一緒に活動で
きたら思っています。
徳永 一美

利用者さんやメンバーさん達に
助けられてここまでこられました。
（感謝）立ち上げから今日の
”つむぎ” を築き上げてきた
先輩方に敬意を表し、私も
“つむぎ”を次の世代へつないで
いきたいと思います。
久野 そのみ

つむぎ 25 周年おめでとうござ
長男が小学生のとき、お友達の
お母さんに誘われ地域のイベント
を見に行った際に、障がいのある
方達と共に焼きそばのお店を出し
ていたのが発足間もない「つむぎ」
でした。心惹かれて入会し、今は
ＡＣＴ関連の別法人で仕事をして
いますが、ずっとつむぎのメンバ
ーにさせて頂いています。こんな
に長く続けられたのは、発足当時
の立ち位置からぶれずに、メンバ
ーが力を合わせて活動してきたか
らではないかと思います。
志を受け継いで下さる若い方達
が立派に育たれているようなの
で、これからのつむぎが楽しみで
す。
市川 裕子

私はつむぎで働くようになって
24 年になります。
ケアを通して、利用者の方々から
学ぶ事も多く、メンバーから助けら
れ、私なりの成長が出来た 24 年間
だった様な気がします。
感謝の気持ちを忘れず、これから
も少しでもつむぎの力になれたら
と思います
滝原 麗子

います
つむぎがヘルパー派遣事業（介護保
険が始まってからは訪問介護事業所）
として 25 年もの間活動して来た事に
感慨深いものがあります。つむぎに
在籍し 20 数年、福祉の世界にどっぷ
り漬かっていました。
今までの経験から最も印象深い出来
事は、障がいを持った子供達との出会
いでした。様々なエピソードが昨日の
ように思い出されます。私が抱いてい
た、障がい者に対する見方を根底から
変えてくれたと言っていいでしょう。
高齢の域にある今、これからは体力
と気力の限界をわきまえて、持ってい
る力を少しでもつむぎの役に立てれば
と思っています。
星 拡子

私が、つむぎのメンバーになったのは、
20 年前です。NPO 法人になり、理事、
事務局長など、介護以外の経験もさせて
頂きました。感謝の気持ちでいっぱい
です。
いつまでも、つむぎらしく続いて
いきますように・・・。
彌富 恭子
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つむぎ 25 周年おめでとうござい
ます。
つむぎにお世話になって、早や 17 年
過ぎました。つむぎのメンバーの皆様
や、利用者の方々のおかげで、いろい
ろと勉強させて頂きました。有難うご
ざいました。
これからも健康に気をつけて頑張
りたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
片岡

陽子

私がつむぎと出会ったのは、2 週
間入院するので、その間の家事をお
願いした時でした。その後少しでも
恩返しができれば、とお仕事をさせ
て頂くことになり、こうしてつむぎ
の 25 周年に立ち会うことができ
て、とても嬉しく思っております。
出会いは不思議です。出会った
ことで色々と繋がりが生まれ世界が
広がります。つむぎの 25 年間は、
こうした出会いと繋がりの積み重ね
であり、素晴らしいことだと思いま
す。その中でこれからも視野を広く
持って仕事をしていきたいと
思います。
尾原 美保子

介護実習でお世話になり、
お仲間にしていただきました。
スタッフも、利用者さんも、素敵
な方ばかりで、出逢いに感謝です
鈴木 淳子

25 周年おめでとうございます。
私はつむぎに入って 12 年目にな
ります。メンバーの皆さんや利用者
さんから学ぶ事がとても多く、いろ
いろと勉強させて頂きました。私自
身少しは成長できたのでは・・と思
います。
25 年続ける・・という事は大変
な道のりだったと思いますが、益々
のつむぎの発展を陰ながら応援し
ています。
鈴木
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正美

25 周年おめでとうございます。
仕事を始めて 9 年目になります、
と言っても週 1 回ですが。いまだに
スタッフ全員の顔も覚えられま
せん。
利用者の方には、なお一層満足頂
けるよう心掛けたいと思います。

あっという間に月日が経ってし
まいましたが、いろいろなケアを通
してお客様皆様が、一生懸命
頑張っていらっしゃるなあとつく
づく思います。そのほんの一部分
でもお手伝いをしてこられたかな
あと思うと感無量です。

古畑

雅子

多摩に暮らして 12 年。つむぎで

られたメンバーの方々の御努力、そ
の一員として携われた事、喜ばしく
思います。
これからも若い方々に“つむぎ”
の糸を紡いで頂きたいと思います。
水上 景子

働き始めて 2 年半。まだまだ経験が
浅く、失敗もありますが、ここでの
出会いが私の人生の宝物になりま
すように。
そしてこれからも、たくさんの笑
顔に出会えますように。
齋藤 恵

「たすけあいワーカーズつむぎ」

25 周年おめでとうございます。

小松純子

私にとってつむぎは、働く場所で
あり自己表現の場であり、人として
成長出来る場所です。
これからも優しいお姉さま方に
支えられ見守られながら、少しでも
力になれる様に、そして今までつむ
ぎを応援して下さった皆様に感謝
し、諸先輩の熱い思いを大切にして
いきたいと思います。
見山 玲子

25 年前、先輩達によって立ち上
げられた御苦労、それを維持してこ

25 周年おめでとうございます。
ひとつの事を 25 年続けるという
事は色々とあったと思います。
私はまだ 3 年半しかたっていま
せんが、これからも教えて頂きな
がら働いて行こうと思います。
田村 真弓

つむぎに入って 3 年半がたちま
した。この間、沢山の失敗や反省、
葛藤がありました。その度に、心あ
る先輩メンバーの方々に助けられ、
勇気をもらい、とても感謝していま
す。利用者さんから学ぶこと、頂く
アイディアも貴重です。
日々、仕事しながらゆっくりと
季節のうつろいも感じられ、とても
良い仕事、職場環境だと思って

25 年に寄せて・・・
つむぎに入って 7 年目になります。
この 7 年の私生活はまさに怒涛のご
とく、息子の学校問題とバイクで大事
故、父の闘病生活、そして死、今は独
居の母の介護。問題が起こる度に、つ
むぎの皆様に助けて頂きながら今日
に至っています。まだまだご迷惑をお
かけする事もあると思いますが、自分
が今出来る事を出来る範囲で、仕事を
して行きたいと思いますので宜しく
お願いします。
村井 久美

います。
利用者さんからいただいた笑顔
を次の方に伝え、これからも生き活
きと楽しく仕事していきたいです。
田部井 由香里
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今年 25 周年を迎え益々メンバー
の方々は元気に日々活動していま
す。 私は入会してまだほんの 2 年
になるかという短い期間ですが、事
務所で皆さんに明るく優しい対応
をして頂いています。
非常に楽しく勉強させてもらい、
この先は健康状態にも充分気をつ
けてあせらずに先輩の方々の元気
な姿に刺激を受けながら、少しでも
自分なりに役に立てられる働きを
していきたいと思っています。
中村 京子

「つむぎ」25 周年に向けて
ひとつの事を継続していく事は、と
ても大変で大切な事だと思ってい
ます。
「つむぎ」は、定期的に定例会を
開き、スキルアップの為の研修、学
習会を行い、日々の活動が円滑に行
われている。
その一員として今後も学習、努力
あるのみ！ です。
小野瀬 友子

子供が居ても、少しづつでも働ける
環境を作って頂き感謝です。
皆さんで作り上げて来られ、今のよ
うな形のつむぎになったのだと思
います。
これからも末永く続きますように。
小路 由紀子

私には特別支援学校に通う息子が
います。以前つむぎが日中一時支援
をしていた頃に、当時小学部 3 年生
だった息子が利用しお世話になっ
ていました。1 年位利用したと記憶
しております。それからおよそ 6 年
の月日が経ち、お世話をしてくれて
いた野宮さんに再会！！
懐か
しくてとても嬉しかったです。
息子は高等部 1 年生になり、私も
働ける環境になっていたので、再会
した事を縁に思いその時の恩返し
ができたらな…と思いつむぎに入
りました。
これからは支援する側として関わ
らせていただきます。
多摩たすけあいワーカーズつむぎ
25 周年おめでとうございます！
大久保 理恵
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