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山崎園 水野 幸江
10年永年勤続表彰をしていただきまして
ありがとうございました。三幸の園、佐鳴
荘、山崎園と三つの施設で働かせて頂き
ましたが、それぞれの施設の方々のご協
力でここまでこれたと思います。これから
も一生懸命頑張っていきたいと思います
のでよろしくお願い致します。

山崎園 杉岡 涼子
介護を始めて10年、いろいろな部署で仕
事をさせてもらっていますが、それぞれに
やりがいがあり特に利用者さんと関わっ
ている時はこの仕事が大好きなんだと実
感しています。先輩や同僚にも感謝し、こ
れまでの経験を活かし20年を目指して頑
張ります。

三幸の園 横田 梨恵
永年勤続表彰をして頂きありがとうござ
います。10年はあっという間でした。多く
の人に支えられこれまで勤めることがで
きたことに感謝しています。この感謝の
気持ちを忘れず仕事に励みます。ありが
とうございました。

神ケ谷園 袴田 泰子
S60年に入社して30年余り一般企業から
介護職に先輩廻りに助けられここまでこ
れたと思います。家族にささえられた事
がいちばんだと思います。そして日々健
康で明るい職場であることが大切だと思
います。三幸の園、山崎園そして神ケ谷
園と新しい施設で働ける事が幸せに思っ
ております。

三幸の園 秋田 一枝
気づけば本当に「アッ」という間の10年。
指導力も何もないまま年だけ重ねてしま
いました。ﾃｷﾊﾟｷと働く若い職員に脱帽し
つつ、いい職場に恵まれたな、改めて感
謝しています。「働ける...という事は素晴
らしい事だよ...頑張ってね」と日々入所者
にも励まされます。

山崎園 北森 鶴美
一人の利用者の方との出会いがきっか
けで三幸会で勤め始めました。親切で優
しい方が多く恵まれた環境の中で
長く勤めることができました。勤続20年を
目指し「継続は力なり」でこれからも頑張
りたいと思います。

三幸の園 佐野 佳美
永年勤続表彰を賜りありがとうございま
す。
10年の歳月、支えて下さった関係者の皆
様に深く感謝いたします。
今後も沢山の笑顔に寄り添いあえるよう
努めて参ります。

神ケ谷園 長尾 玲
永年勤続表彰ありがとうございます。
まじめ、感謝、前向きな姿勢で今後も
やっていきたいです。

山崎園 中島 彩
永年勤続表彰をしていただきありがとう
ございます。不安でいっぱいでしたが、周
りの皆様に助けられ、環境にも恵まれ、
10年間勤めることができました。今後も
感謝の気持ちをわすれずに仕事に励ん
でいきたいと思います。

三幸の園 足立 祐介
僕はこの前10年勤務で表彰されました。
入社した時は長く勤務できるか不安でし
た。コミュニケーションが苦手でてうまく話
せませんでした。でも周りの人たちに助
けられ、今は少しずつ自信がついて毎日
楽しく働いています。次は20年表彰にむ
けて更にがんばっていきたいと思います。

山崎園 豊田 康雄
20年間という長い勤めをさせて頂くことが
できましたのも先輩職員、そして支えてく
ださった職員の皆々様のお蔭と心より感
謝しています。これからも一層健康に気
を付け、三幸会の為に微力ながら頑張り

三幸の園 神田 成乃
この度は永年勤続表彰を頂きましてあり
がとうございました。この表彰は私にとっ
て10年間を振り返る良い機会となりまし
た。周りのたくさんの方たちから多くのこ
とを教わり様々な経験をさせてもらいそ
のお蔭でなんとかここまで来ることが出
来ました。これからも人との出会いに感
謝し更なる出会いを大切に仕事を頑張っ
て参ります。

三幸の園 竹村 知香
永年勤続年表彰ありがとうございます。
これも一重にひとえに三幸会職員のみな
さんに支えていただいたおかげだと感謝
しています。今後も皆さんのお役にたて
るよう、微力ながら尽くしていきたいと思
います。

三幸の園 田邉 三幸
訪問看護ステーション大平台にきて10年
になりました。初めての訪問看護だった
ので在宅での看護ができるのかとても不
安でした。周りの方に助けていただきな
がら何とか10年勤務するｊことができまし
た。今後も続けていくことができるよう頑
張りたいと思います。

たいと思います。
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戌年は「結実」を表す年。
収穫を終えて、ひとつ息をつく年でもありますが、次
なるステップへの準備の年とも位置づけられています。
なにかをがらりと変えるための、仕込みの年なのです。
物事の結実と、新しい出発、誕生。戌年とは、そんな
1年なのです。

それぞれの施設の様子です
お正月の飾りをして新しい年を迎えました

三幸の園 西本 愛
この10年 まわりの職員に恵まれ楽しく
仕事しやすい職場環境だったと思います。
何事にも続ける事は一言では言いにくい
大変さがたくさんあります。辛い事や納得
いかない事を分かち合える仲間が居てく
れたことに感謝です。
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平成30年
月1日
日
平成 年1月
浜松市西区神ケ
浜松市西区神ケ谷町に
谷町に新しい
施設が
施設が誕生しました
誕生しました！！
しました！！

救護施設神ケ
救護施設神ケ谷園 竣工式 内覧会
12月
月24日
日

～秋の気配を
気配を感じます～
じます～
雄踏地区総合防災訓練 参加！
参加！
山 崎 園
山崎園 炭火焼き
炭火焼き
炭で焼くとおいしいよ♪

地域の
地域の方々と
方々と行う大規模な
大規模な訓練に
訓練に
初めて参加
めて参加しました
参加しました！
しました！
水陸両用
バギー
全国に
全国に
10台
台
西区に
西区に
1台
台

山崎園在宅施設見学会
山崎園在宅施設見学会
（グループホーム、
グループホーム、支援ハウス
支援ハウス、
ハウス、ショートステイ）
ショートステイ）
近隣の
近隣の方々、
方々、ケアマネージャー様
ケアマネージャー様がお見
がお見えになりました

地の神様のお
神様のお祀
のお祀りの日
りの日に入所者の
入所者の皆様で
皆様で
お詣りをしました

♪今日は
今日は楽しいクリスマス会
しいクリスマス会～♬♬♬

芸人！
芸人！?

大平台地区防災訓練 参加！
参加！

池谷様より
池谷様より
大きなおいも
きなおいも♪
おいも♪
トクラス様
トクラス様より
みかんと
みかんとケーキ
を頂戴しました
頂戴しました

男性デュオ
男性デュオ、
デュオ、誕生！？
誕生！？

みかんの収穫
みかんの収穫
南側道路添いにたくさん
南側道路添いにたくさん！！
いにたくさん！！

三幸の
三幸の園
地区の
地区の役員、
役員、住民、
住民、中学生、
中学生、高校生の
高校生の参加されていました
参加されていました
私たちも地区
たちも地区の
地区の一員として
一員として参加
として参加いたしました
参加いたしました！
いたしました！
美味しいお
美味しいお料理
しいお料理

施設対抗ゲーム♪
施設対抗ゲーム♪
今年は
今年は三幸の
三幸の園が優勝！
優勝！
社会福祉法人三幸会 名誉顧問 故竹村秀彦さんを
故竹村秀彦さんを偲
さんを偲ぶ会
社会福祉法人三幸会の創設者であり名誉顧問（前理事長）の竹村秀彦さん（91歳）が
10月14日に急逝されました。法人内の先駆者を敬い、「偲ぶ会」を三幸会として開きました
・平成29年12月3日（日） ホテルコンコルド浜松

海の星高校 同窓生一同様より
同窓生一同様より
寄付をいただきました
寄付をいただきました
レンティック中部
レンティック中部㈱
中部㈱様より
救護施設神ケ
救護施設神ケ谷園の
谷園の竣工祝に
竣工祝に車いす
5台
台を寄贈いただきました
寄贈いただきました

大勢参加いただき盛り上がりましたね～♬
理事長賞の表彰もありました
三幸会職員全員に感謝！拍手！
そしてありがとう。。。。
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