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年頭のご挨拶

高齢者総合福祉施設大平台の園

施設長 中西 崇仁

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございました。

今年の干支は「壬寅（みずのえとら）」になりますが、「壬」は、「妊に通じ、陽気を下に姙（はら）む」、

「寅」は、「螾（ミミズ）に通じ、春の草木が生じる」という意味があります。

そのため「壬寅」は厳しい冬を超えて、芽吹き始め、新しい成長の礎になる年と言われています。

今年こそ２年以上に渡る新型コロナウイルスに不安を抱える生活から、仲間と飲み会をしたり、

家族で他県に旅行に行ったりする日常が取り戻せることを期待するばかりです。

野球界では、２７歳の大谷翔平選手の更なる活躍が期待される年となりますが、一流のスポーツ

選手から私自身が学ぶこととして、“謙虚さ”と、“準備の大切さ”があると思います。私自身も幼少

期から大学卒業まで野球を愛好して参りましたが、試合で結果を残すための目標設定と毎日の基

礎練習が最も大切であり、その過程があるからこそ、結果が成功・失敗に関わらず充実感が得られ

ると思います。

日頃から。“偶然”や“運”に頼らないように気を付けておりますが、良い結果を招く“過程”を重視し、

職員一同行動して参ります。

私どもは常にお客様にご満足いただける“独自性のあるサービス”を訴求し、具現化していくことを

目指しております。当法人の職員一同、今年も常に謙虚さを持ち、お客様のご意見に耳を傾け、当

法人の理念であります関わる全ての関係者の幸福を目指します。

本年も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

法人・個人情報記載の為廃棄はシュレッダー又は焼却処分をお願い致します。お願い

新年明けましておめでとうございます。

本年も社会福祉法人三幸会を宜しくお願い致します

WithYou２０２２年１月１日（土） 初日の出の風景。

遠州灘、浜名湖、赤石山脈（南アルプス）

大自然に恵まれ、徳川家康が１５７０年に

武田信玄の侵攻に備えて築城した浜松城

のもと城下町として栄え、近代は工業の町

として名をはせた遠州 浜松市。

浜松に生まれ育った者が思い出す初日の

出といえば、海の彼方、水平線の雲の合

間から見えるこの風景。

今年も確りと拝むことが出来ました。

お正月は、恒例のテレビ観戦❣

箱根駅伝、実業団駅伝、高校サッカー

大学ラグビー、高校ラグビー等 スポ

－ツファンにはたまらない季節です。

今年もっとも胸が熱くなったのが箱根

駅伝です。母校が予選会から勝ち上

がり、来年のシード権を獲得しました。

高校サッカーは国立競技場でプレー

出来ず残念な結果になり、一喜一憂

でしたが、家族揃って過ごすお正月

は幸せを感じる事が出来ました。

追伸 手巻き寿司パーティー開催

新年の休暇を利用して、気の合った職員で食事会を開催いたしました。手巻き寿司具材、豚汁を準備して

新年のひと時を過ごしました。日頃、笑顔を絶やすことのないプライベートの交流があるからこそ、仕事でも笑顔

で利用者様に接する事が出来ます。接遇マナー向上プロジェクト取組の “マスク越しでも伝わるニッコリ笑顔を

いつも意識します” を日々実践しています。
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１２月１６日（木）大安吉日、朝から晴天に恵まれ、午前１０時より、「永年勤続表彰式」を執り行いました。

今年は永年勤続２０年対象者が５名、永年勤続１０年対象者が１６名の職員が、理事長からの祝辞を

受けた後、一人ひとり理事長から表彰状と記念品が授与されました。

また、永年勤続表彰のみなさん一人ひとりから、ご家族、上司・先輩・同期入職のみなさんへの感謝の

気持ちが発表されました。中には感極まる場面もあり、結束力の強い職場であることを認識しました。

表彰されたみなさん、あらためておめでとうございます。そしてありがとうございます。

大平台の園

細山 裕子さん

永年勤続表彰していただきありが

とうございます。私にとって２０年

という年月を振り返るとあっという

までした。今日こうして表彰してい

ただけたのも皆様方のお陰です。

これからも一層の努力をし、仕事

を頑張っていきたいと思います。

本日はありがとうございました。

山崎園

島田 洋子さん

永年勤続表彰ありがとうございます。

二十年を振り返れば、いろいろあり

ました。病気やケガで休むこともあり

皆様に助けられ、ここまで続けてこ

られたと思います。感謝の気持ちを

忘れず、健康に気を付け、もう少し

頑張りたいと思います。

神ケ谷園

石津 愛子さん

利用者様、自分に負担にならない

介護を心掛け、職場の皆にも恵ま

れ楽しく、あっという間の年月でし

た。年を重ねた近年、病気、ケガ

と迷惑のかけ通し。今後、健康に

留意し、周りが良く見える目を培っ

ていきたいと思います。

神ケ谷園

岩本 麻代さん

永年勤続表彰ありがとうございます。

２０世紀最後の２０００年６月１日に

採用されたことが昨日に事のように

も感じられ、続けられた事に驚いて

います。それも前からいらっしゃった

職員は勿論、後から入職された方

達に助けていただいたお陰だと思っ

ています。

大平台の園

渡邉 信子さん

２０年勤務の間、自分の置かれて

いる状況も変わり、親の介護をす

る立場になり、入所をお願いする

家族の想いも分かり、相談員の仕

事の役に立ちました。今はヘルパ

ーとして誠実な対応を心掛けてい

ます。今まで支えていただいた皆

さんに感謝しています。

２０年勤続表彰
１月１日（土）、コロナ禍で初詣に行けないため、

アナログ参拝 デジタル参拝を行ないました。

アナログ参拝では、職員手作りの大鳥居の前で

手を合わせ、デジタル参拝では、プロジェクター

で “神社拝殿” を映して雰囲気を楽しみました。

利用者様には、大変好評で、みなさんに喜んで

いただくことが出来ました。

最後は、手作りのおみくじを引き、今年の運試し

をしました。 見事 【 大吉 】 でした。

特別養護老人ホーム山崎園

１月１日（土）、施設長の挨拶で始まった新年

祝賀式、全員でお祝いし、お屠蘇で乾杯。

リモート初詣では、手作りの三幸神社へお参りを

していただきました。大きなスクリーンに善光寺の

リアルタイム映像を映して臨場感をだしました。

おみくじを引き、絵馬に願い事を書いて奉納し、

皆様で甘酒をいただき、お正月を満喫しました。

特別養護老人ホーム三幸の園

１２月３１日（金）、山崎園内は手作りの装飾

で正月ムード一色。職員と利用者様で書初め、

トイレットペーパーの芯でしめ縄を作りました。

鏡餅も自作しました。

手作りの物は作った方の気持ちが詰まっていて

味があり、温かみが伝わってきます。

２０２２年も良い年になりそうです。

特別養護老人ホーム山崎園

１２月３０日（木）、昼食に忘年会メニューと題し、

“ノンアルコールビール” “枝豆” “マグロの

やまかけ” を提供させていただきました。

年末気分を盛り上げるビールの味に、利用者様

たちは “嬉しい” “美味しかった” “昔はよく飲

んだ” と顔をほころばされていました。

特別養護老人ホーム三幸の園
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理事長からの祝辞

一つの事に対して、１０年、

２０年、３０年と同じ姿勢

で同じ情熱を傾き続けられ

るのが才能だと思う。

羽生善治

大平台の園

高杉 加代子さん

私は、山崎園に派遣社員として入

職し、平成２２年に嘱託、平成２６

年に正規職員になり早１０年が経

ちました。とても働きやすく、仲間

に助けられたお陰と感謝していま

す。今後は利用者様に安心・安全

な施設になるよう、感染対策をして

いきたいと思っています。

山崎園

徳増 真吾さん

１０年前に入職し部署や施設は

違えど、同期のお陰で楽しく働く

ことが出来ています。上司や先輩、

後輩、利用者様に支えてもらいこ

こまで来れ、感謝しております。こ

れからも感謝を忘れず、誰かを支

えられる存在になれればと思いま

す。今後もよろしくお願いします。

山崎園

藤田 将大さん

１０年間で異動も含め、様々な経

験をさせていただきましたが、どの

部署でも同僚のみなさんが、とて

も優しく助かりました。続けてこら

れた最も大きな要因だと思います。

みなさんありがとうございました。

１０年表彰ありがとうございました。

大平台の園

二橋 慶二さん

悩んだり壁にぶつかったりする事

もありましたが、先輩や同期に支

えられてここまでやって来られた

と思います。何より利用者様から

の温かいお言葉や笑顔に支えて

いただきました。これからは自身

が皆さんを支えて行けるよう精進

してまいります。

大平台の園

山内 理絵さん

この度は永年勤続表彰をいただき

ありがとうございました。職場の皆

さま、ご利用者の皆さま、家族のお

かげでここまで続けることができま

した。今後も少しでも三幸会に貢献

できるように頑張っていきたいと思

います。この度は本当にありがとう

ございました。

神ケ谷園

麻原 史拓さん

勤続１０年の表彰を受け大変光栄

です。様々な部署で経験させて頂

き、助けて頂いたり、アドバイスを

頂いたりと感謝の気持ちで一杯で

す。これからは、お世話になった皆

様に少しずつ返していきたいと思い

ます。これからも永く精一杯つとめ

ます。

山崎園

野田 朋子さん

永年勤続表彰、大変嬉しく思いま

す。１０年前、何もわからず仕事が

始まりました。４月末、同居の母が

倒れ、１２月に亡くなりました。忘れ

られない１年になりました。それでも

仕事を続けてこられたのは、まわり

の方のおかげだと思います。

三幸の園

田島 美千代さん

永年勤続表彰していただき、ありが

とうございます。福祉の職場に勤め

て１０年、沢山の出会いがあり、周り

の皆さんに支えられてここまで続け

られたことに感謝しています。今後

も精一杯努めていきたいと思います。

山崎園

二橋 彩さん

今回は、１０年永年勤続表彰をいた

だき、ありがとうございました。

たくさんの方々の支えがあり、これ

まで勤めることができました。たくさ

んの出会いと恵まれた環境に感謝

の気持ちで一杯です。これからも

感謝の気持ちを忘れずに仕事に励

んでいきたいと思います。

三幸の園

山下 恭平 さん

本日１０年の勤続表彰を受けまし

た。この１０年、腰を痛めたり、私

事により勤務に都合をつけてもら

い、なんとかやってこられました。

今後も至らないこともありますが、

頑張っていきたいと思います。

１０年間ありがとうございました。

１０年勤続表彰

１２月３０日（木）、三幸の園 ご近所にお住まい

の池谷様より、たくさんの里芋をいただきました。

今が旬の里芋、茹でて生姜醤油、同じ冬が旬の

白葱を一緒にお味噌汁、お正月のおせち料理の

煮物として大変重宝な食材です。

池谷様からは、白菜、大根、デコポン、筍、西瓜

栗、梨に引き続きのご寄贈です。

池谷様からのご寄贈で季節を感じながら、

そのご厚情に感謝申し上げます。

特別養護老人ホーム三幸の園

１２月２４日（金）、クリスマス会を開催し、クリスマス

ケーキ作りに挑戦しました。スポンジから作り、仕上

も皆さん工夫され、見事完成しました。

ご自身で作ったケーキでおやつタイムをお過ごし後

職員によるハンドベルにて、“きよしこの夜”など４曲

を披露させていただきました。

また、紙を利用してお花をたくさん作り、立体的な

クリスマスツリーを作り上げました。

三幸会の年末年始は、装飾・食べ物ともに手作り

ブームが巻き起こっています。

松城デイサービスセンター

１２月２４日（金）、クリスマス会を開催しました。

ビンゴゲームでは、日用品やお菓子などを景品

にしてワクワク感を楽しんでいただきました。

昼食後には、美味しいケーキとお飲み物を準備

させていただき、入居者様全員参加し楽しいひと

時をお過ごしされました。

ライフケアアダージョ大平台

入所者様に１年間の感謝を込めて

１２月２７日（月） 本館施設、１２月２８日（火） 新館施設

１２月３０日（木） やまざきデイサービスセンター

グループホームやまざき にて

昼食に “松花堂弁当” をご提供させていただきました。

みなさん 「今日は何の日？」 と喜ばれていました。

品数が多かったのですが、完食された利用者様がたくさん

いらっしゃいました。

また新年以降も利用者様に喜ばれる食事をご提供させて

いただきたいと思います。

山崎園全施設
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山崎園

藤田 絢美さん

利用者様や職員のみなさまに支え

られて、１０年頑張ることが出来まし

た。これからも長く働けるように、頑

張ります。

大平台の園

影山 香奈さん

２０年前、新人で入職し９年間勤

務後、一旦退職しましたが、昨年

５月に９年振りに復職しました。

以前の職歴を換算し１０年勤続

表彰していただけたことありがた

く思います。次の１０年に向けて

気持ち新たに進んでいきたいと

思います。

大平台の園

下石 美保さん

出産・子育てを経て、その都度、

復職させていただきました。良き

仲間に恵まれ、長く好きな仕事が

できている事に感謝しています。

今後もさらに長く、色々な事を楽

しみながら、続けていきたいと思

います。

三幸の園

牧田 祐樹さん

入社時は悩みの相談が出来る

職員がおらず、休みがちになっ

てしまいました。数年が経ち、良

い後輩と相談できる人生の先輩

ができ、とても働きやすい職場に

なりました。今は男性でも育児休

暇取得でき、助かっています。

良い職場作りに尽力します。

山崎園

坂部 智行さん

平成２２年８月にかつての実習先

である三幸の園に１２年振りに職

員として中途入社してから１０年間

山崎園ユニット、本館、新館を２往

複、その後５ヶ月弱、三幸会から

離れたり様々な経験をしました。

今後も利用者様の笑顔が少しでも

多く見られるよう頑張ります。

山崎園

浅野 綾香さん

１０年間、たくさんの方々に支えて

いただいて、今があると感じてい

ます。これからも一緒に働く仲間を

大切に、利用者様の満足のために

がんばっていきたいと思います。

１１月２８日（日）、仮装パーティーを開催しま

した。施設長・副施設長・生活相談員・栄養士・

介護職員・看護師・機能訓練士・用務員・

事務員も参加して賑やかな時間を、利用者様

がお過ごしになりました。

水戸黄門の寸劇を披露し、施設全体で楽しむ

ことが出来ました。

特別養護老人ホーム三幸の園

１１月から利用者様、職員合同で季節節目の行事を彩る

装飾品を手作りしました。

紙を利用したたくさんのお花をつくっていただき、立派な

クリスマスツリーが完成しました。デイフロアがますます

明るくなりました。

やまざきデイサービスセンター

法人創立５０周年に向けた取組の一環で、【キャッチコピー 募集】 を行い、２３５件の応募の中から

３名が入選され、理事長賞を受賞されました。おめでとうございます！

第１位 三つの幸せ～利用者様の幸せ、ご家族の幸せ、職員の幸せ～ 松本千里さん（山崎園）

第２位 笑顔あふれる第二の我が家 宮本鉄夫さん（神ケ谷園）

第３位 あなたの明日を支えたい三幸会 宮田将典さん（山崎園）

今年入職された 松本千里（山崎園）さんが第１位❣ 大変嬉しいかぎりです。

理事長賞表彰

１２月１９日（日）、合同クリスマス会を開催しました。

やまレレのみなさんが奏でるクリスマスメドレーに

合わせて利用者様の素敵な美声がフロア中に響き

ました。リズムに合わせて鈴やタンバリン、体を動か

してとっても賑やか、輪投げゲームで楽しんだ後は、

甘いケーキでお腹を満たしました。

笑顔の絶えない１日でした。

１２月２８日（火）大安吉日、お正月に向けた

準備をしました。

創作活動が得意な職員が制作した門松を

正面入口に、リモート初詣用に製作した

大鳥居を三幸の園１階フロアに設置しました。

“ヨイショー” の利用者さまからの掛け声で

始まった餅つき大会も開催し、力自慢の職員

が昔取った杵柄を披露しました。

利用者様からは、“子供の頃を思い出す”

“懐かしい” の声もあり、搗きあがったお餅

でお供え餅をつくり、正面玄関入口受付に

飾り付しました。

利用者様、職員一同笑顔溢れる一日でした。

特別養護老人ホーム三幸の園

グループホームやまざき・生活支援ハウス山崎 合同

松本千里さん 宮田将典さん
宮本鉄夫さん
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＜自己紹介＞

氏名

グイエン チーン ホーン カーン

出身地

ベトナム ファンティエット

趣味・特技

映画、Ｙｏｕｔｕｂｅ鑑賞、整理整頓

好きな日本料理

うどん、寿司、しゃぶしゃぶ

好きなベトナム料理

ブンボーフェ、フォー、揚げ春巻き

日本で行ってみたい所

北海道、沖縄

＜自己紹介＞

氏名

グイエン チーン ツー ハ

出身地

ベトナム クアンナム

趣味・特技

料理

好きな日本料理

うどん

好きなベトナム料理

ブンボーフェ

日本で行ってみたい所

京都、沖縄

＜＜ 法人設立４８周年記念＞＞

１２月２０日（月）、社会福祉法人 三幸会は、法人創立４８周年

の創立記念日を迎えることが出来ました。

職員全員に創立記念のお菓子が配布されました。お取引先へ

のご挨拶は、ひと足早く１２月１６日（木）大安吉日に、理事長

はじめ職員総出で日頃の感謝を込め、ご挨拶に伺いました。

お取引先から理事長あてにお礼とお祝いのご連絡をいただき

ました。皆さんのお気持ちに、感無量です。

あと２年で祈念すべき創立５０周年です。皆様方の厚いご理解

とご協力、熱い情熱とチームワークに感謝申し上げます。

１２月２０日（月）～１２月２４日（金）、クリスマス恒例

のリコーダーによる定期演奏会を開催しました。

演奏者１０名全員、１ヶ月猛特訓して臨みました。

理事長も特別参加しました。

今年で４回目、 “あら野のはてに”

“故郷”

“上を向いて歩こう”

の順でを演奏しました。

“故郷” “上を向いて歩こう” の演奏の時は、利用

者様が揃って大合唱。ほのぼのとした中にも、胸の

熱くなる思いがこみ上げてきました。

演奏が終わると、誰からとなく手拍子と共にアンコ

ールの大合唱。

三幸の園デイサービスセンター

１２月２９日（水）、三幸の園デイサービスセンターで

恒例のリコーダー演奏会を、松城デイサービスセン

ターで開催しました。

職員から、是非理事長とリコーダーを吹いてみたいと

強い要望に応える形で実現しました。

【頼まれると断らない】 お父様の教えを遵守している

理事長は“喜んで”と参加していただきました。

練習期間は１ヶ月間、お昼休みや就業後に音合わせ

を中心に行いましたが、意外とストレス発散に繋がり

一石二鳥の成果となりました。

演奏当日は、利用者様からの手拍子、タンバリン演奏

音楽に合わせて歌ったり、大変盛り上がった一日。

松城デイサービスセンター

今から１年以上も前の話、理事長と交流のある民生児童委員の方から、日本語学校を経営されている方をご紹介

していただいたのが始まり。その日本語学校を卒業された皆さんは製造業に従事しているとのことでした。ただし

介護に興味のある学生がいる場合は、お声掛けしていただけるとの申し出がありました。

昨年春頃、入職希望の方が２名いらっしゃるとのことでしたが、手続き等の関係もあり１２月１日から

高齢者総合福祉施設 大平台の園 ユニット型短期入所施設三幸の園に入職していただくことになりました。

昨年入職された中国出身 技能実習生３名、アルゼンチン出身 介護職１名、ペルー出身 介護職１名も活躍して

多文化共生の題材でスタッフ研修もあり、受け入れ態勢は整っています。活躍を期待しています。

大平台の園にベトナム出身の２名が特定技能１号として入職

フラワーパークにて
日本料理に舌鼓 ブンボーフェ

クアンナム

ファンティエット

出身地

クアンナム観光スポット

ホイアン旧市街地、 来遠橋

バーナーヒルズ 他 多数あり

ファンティエット観光スポット

ハイネー砂丘、 スイティエン渓谷

他 多数あり
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１．すべての施設をホテル、デパート並み快適空間実現の為、職場環境整備

２．身だしなみ、５Ｓの不適切箇所、改善箇所指摘し合う組織 の構築する

３．職員が快適に仕事するルール徹底、役割分担し、環境整備による組織作り

４．職員自らが個々に改善点を見つけ、改善する文化を構築

５．年次経過で老朽化、汚れた部分の修理、修繕、リフォームを計画的に実施

６．全施設におけるＬＥＤ化、省エネ化を実現し、酸性水/アルカリ水を有効活用

上記指標を掲げて、令和３年度は、定期巡回（１回/月）による現地確認、報告書
作成改善依頼、結果確認と５Ｓの周知。日常清掃区域の明確化、定期清掃業者

との連携、研修会開催、５Ｓポスター作成し、各事業所への促進、掲示依頼。

環境整備推進プロジェクト活動報告

全メンバー＆５Ｓポスター

毎月第２水曜日１４時から大平台の園会議室で定期開催中。

働き方改革推進プロジェクト・満足度向上プロジェクト合同で

“より働きやすくやりがいのある職場をつくる” ためアンケート

を実施。“職員の交流・親睦”を深めるため、満足度向上

プロジェクトと合同親睦会を２回（５月・１１月）開催しました。

職員定着率向上を目指し、３年、５年継続勤務職員へ

“ありがとう”の気持ちを込めて３月に記念品贈呈予定。

利用者様や職員との交流の中で言葉ではなかなか伝えられ

ない感謝の気持ちを文字にしていただき、職員出入口に

１ヶ月間掲示しました。

ありがとう推進プロジェクト活動報告

大平台の園・松城拠点 合同で稼働している６プロジェクトの活動をご紹介いたします。満足感向上、接遇マナー、

環境整備推進、広報推進、ありがとう推進、働き方改革推進各リーダーから寄せられた活動報告を、各プロジェクト

メンバー写真を掲載いたします。

大平台の園・地域包括支援センター大平台

毎月第２金曜日１４時から大平台の園会議室で定期開催中。

設立１周年を記念し“ありがとうクッキー”をお配りして利用

者様に喜んでいただいたり、ご意見箱の設置、意見を集約

しています。食事についての要望は栄養士へ報告し、３プロ

ジェクト合同アンケート（働き方改革・ありがとう・満足感） を

実施したり、利用者様に食事提供時に聴き取りをおこなう

等の活動を展開しました。また職員交流のため「鬼滅の刃」

上映会＆お茶会、 コロナ禍収束傾向時には、スポーツ大会

を開催し親睦を深めました。創立記念日（１２月２０日）に

感謝の意を込めプリントクッキーを利用者様にお配りしました。

満足感向上プロジェクト活動報告

全メンバー笑顔でハイポーズ

職員の皆さまと共に、「笑顔のおもてなし」を目指して

活動しています。今年は、「最高のおもてなし」を目指し

常に笑顔を絶やさぬように、“マスクの下も笑顔でね！”

のポスターを作成しました。

職員の皆さまからは、このポスターを使って笑顔の

チェック していますと反響の声をいただきました。

今後も、職員の皆さまのお役に立てる様に頑張ります。

全メンバー＆感謝メッセージ表

接遇マナー向上プロジェクト活動報告

全メンバー＆ポスター

【ベルマーク収集】 ６月から職員、利用者様、ご家族様から

協力を得て収集活動を行ないました。

【社会地域貢献活動】１１月９日（火）、収集したベルマークを

『さなる幼稚園』 様に寄贈させていただきました。

【クリアファイル作成】三幸会マスコット はぴろうをモチーフ

にしたクリアファイルを作成しました。女性から大好評です。

【広報】 はままつ介護保険（令和４年度版）パンフレットに

広告掲載に応募予定です。

広報推進プロジェクト活動報告

全メンバー＆

はぴろうクリアファイル

松城拠点

毎月第３月曜日 大平台の園会議室 又はＺｏｏｍにて開催。

１． 大平台の園各事業所内の働き方現状把握のためアンケート実施

２． 働き方改革スローガン作成依頼、ポスター掲示

（働き方改革７か条作成し、各事業所職員通用口に掲示）

３． 大人気映画上映会＆お茶会実施

（ＤＶＤ 鬼滅の刃無限列車編購入し、３回上映しました）

４． 出勤時アルコール残量計測する呼気チェッカー導入

５． 居宅と事業所間での実績業務効率化

６． 主任者勉強会開催（２回）

７． 他法人への視察

（社会福祉法人 八生会様に伺いました）

８． 働き方改革コンテスト実施

（令和３年１２月～令和４年２年１８日開催中）

働き方改革プロジェクト活動報告

全メンバー＆ポスター


