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御挨拶

皆さんこんにちは！！ 令和２年度が元気に始まりました。

「短期経営計画書」として５ヶ年プランの２年目として、以下の６つのビジョンから施設・事

業所運営を側面から盛り上げてまいります。

①『真』 満足の追求

②『善』 思いやりの追求

③『美』 誇りの追求

④『絆』 つながりの追求

⑤『和』 幸福の追求

⑥『変』 変革の追求

今年度は高齢者総合福祉施設『大平台の園』の５月１日オープンに向け、たくさんの入職者と

ともに元気にスタートしました。三幸会としては初めてのサービス付き高齢者向け住宅 ライ

フケアアダージョ大平台２５床も開設されました。

社会には高齢者を巡る様々な課題が存在しております。頼れる家族が近隣に不在問題、独居老

人の孤独死問題、老老介護で双方が疲弊している問題、ゴミ屋敷問題、高齢者の認知症の進行、

高齢者虐待問題、高齢者のうつ問題、高齢者へのオレオレ詐欺事件、自動車逆走事故、アクセ

ルブレーキ間違え事故、大型台風による大規模洪水災害、東南海沖地震のための自宅建替え、

住居建替後の相続人不在問題、空き家問題、津波問題、家庭内トラブルからの傷害事件、サ高

住入居者の特養化問題、更にはヒートショックから毎年１４０００人ものお年を召した方がお

亡くなりになっている現実など。

当法人が抱える課題を解決しつつ、これら高齢者を取り巻く諸問題が少しでも緩和・回避でき

るよう、豊かな老後の実現を目指している施設です。

主な特徴は、中西崇仁園長より説明があると思いますが、世の中にあるサ高住とは少し違うと

ころが特徴だと思っております。

地域の皆様方に愛され親しまれる施設運営に努めてまいりますので、今後ともご支援、ご鞭撻

をよろしくお願い申し上げます。

社会福祉法人三幸会

理事長 竹村寿文

特集Ⅰ 高齢者総合福祉施設 大平台の園 竣工

特集Ⅱ 令和２年度入職者紹介
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特集特集特集特集ⅠⅠⅠⅠ

高齢者複合型施設高齢者複合型施設高齢者複合型施設高齢者複合型施設 大平台大平台大平台大平台のののの園園園園

施設長施設長施設長施設長 中西中西中西中西 崇仁崇仁崇仁崇仁

施設概要施設概要施設概要施設概要

サービスサービスサービスサービス付付付付きききき高齢者向高齢者向高齢者向高齢者向けけけけ住宅住宅住宅住宅

ライフケアアダージョライフケアアダージョライフケアアダージョライフケアアダージョ大平台大平台大平台大平台

２５２５２５２５床床床床

ユニットユニットユニットユニット型短期入所施設型短期入所施設型短期入所施設型短期入所施設 三幸三幸三幸三幸のののの園園園園

２０２０２０２０床床床床

三幸三幸三幸三幸のののの園園園園デイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンター

３０３０３０３０名定員名定員名定員名定員

三幸三幸三幸三幸のののの園園園園ホームヘルパーステーションホームヘルパーステーションホームヘルパーステーションホームヘルパーステーション

訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護ステーションステーションステーションステーション大平台大平台大平台大平台

((((別館別館別館別館））））

地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター大平台大平台大平台大平台

地域交流室地域交流室地域交流室地域交流室

令和2年5月1日高齢者総合福祉施設大平台の園は建築構想段階から、

関係各所のご協力を賜り無事グランドオープン致しました。

当施設は、1階にデイサービス、ホームヘルパーステーション、訪問

看護ステーション、2階には単独ユニット型ショートステイ20床、3階に

はサービス付き高齢者向け住宅を25室、別棟には、地域包括支援セン

ターを併設する事業構成となります。

主な特徴として、全館Wi-Fi、カードキーによるセキュリティシステ

ムの構築、ショートステイには個別機能訓練やレクリエーションの実施、

眠りスキャンの全ベッド設置、チェアバス『ヌクティ』を設置してい

ます。サ高住では、眠りスキャンを全室に設置し、7台のコインランド

リー、5か所のユニットバス、１か所の人工炭酸泉ユニットバスなどの

充実した共用設備、居室には生活に必要な家具・寝具・ベッド・

テレビ・IHヒーター・カーテン・照明などをフル完備しております。

デイサービスでは、最新カラオケ機器、運動マシン、ガーデニング、

温石足浴、大浴場などを特色としております。

の確保が1日半から2日間可能となり、ご利用者の安心とともに地域の

方々のお役にも立てる設備となっております。

介護職員の不足が叫ばれる今般の状況を打破し、配置基準以上の職員の

入職があり、開設当初から手厚い人員配置で良いサービス提供ができる

よう努力して参ります。充実した設備を持て余すことなく、各職員が

使いこなすことで利用者と従業者の満足度向上に繋げることができるよ

う研鑽していきたいと思います。

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

全館共通で非常用ガス発電機を配備しており、災害時等のライフライン
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広々広々広々広々としたとしたとしたとした

ユニットフロアユニットフロアユニットフロアユニットフロア

機能訓練機能訓練機能訓練機能訓練マシンマシンマシンマシン 導入導入導入導入

解放感解放感解放感解放感たっぷりたっぷりたっぷりたっぷり

～～～～活活活活きききき活活活活きときときときと～～～～
～～～～穏穏穏穏やかにやかにやかにやかに～～～～

機械浴機械浴機械浴機械浴もももも完備完備完備完備

睡眠状態睡眠状態睡眠状態睡眠状態やややや体調体調体調体調のののの変化変化変化変化をセンサーでをセンサーでをセンサーでをセンサーで

見守見守見守見守るるるる をををを

ショートステイ・サショートステイ・サショートステイ・サショートステイ・サ高住高住高住高住

全室完備全室完備全室完備全室完備

トイレトイレトイレトイレ付居室付居室付居室付居室もももも

おおおお選選選選びいただけますびいただけますびいただけますびいただけます

ゆったりゆったりゆったりゆったり大浴場大浴場大浴場大浴場

機械浴機械浴機械浴機械浴

ヌクティーヌクティーヌクティーヌクティー

導入導入導入導入

モバイルモバイルモバイルモバイル端末端末端末端末でででで受信受信受信受信

センサーでセンサーでセンサーでセンサーで見守見守見守見守りりりり

プライバシーにプライバシーにプライバシーにプライバシーに配慮配慮配慮配慮されたされたされたされた浴室浴室浴室浴室
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喫茶喫茶喫茶喫茶コーナーコーナーコーナーコーナー

広広広広くてモダンなくてモダンなくてモダンなくてモダンな

人工炭酸泉人工炭酸泉人工炭酸泉人工炭酸泉
導入導入導入導入

明明明明るいるいるいるい相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口

相談室相談室相談室相談室でででで

プライバシープライバシープライバシープライバシー保護保護保護保護

地域地域地域地域のサロンなどにのサロンなどにのサロンなどにのサロンなどに

ごごごご利用利用利用利用いただけますいただけますいただけますいただけます

館内各所館内各所館内各所館内各所にににに

カードキーカードキーカードキーカードキー完備完備完備完備！！！！

全部屋全部屋全部屋全部屋にににに上質上質上質上質トイレトイレトイレトイレ

眠眠眠眠りスキャンりスキャンりスキャンりスキャン付付付付ベッドベッドベッドベッド

テレビ・エアコン・テレビ・エアコン・テレビ・エアコン・テレビ・エアコン・

IHIHIHIHヒーターヒーターヒーターヒーター などなどなどなどなどなどなどなど

標準標準標準標準

多目的室多目的室多目的室多目的室にににに１００１００１００１００インチインチインチインチ

大型大型大型大型スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン完備完備完備完備

～～～～ゆったりとゆったりとゆったりとゆったりと～～～～

共有共有共有共有スペースでスペースでスペースでスペースで

ゆったりとゆったりとゆったりとゆったりと

御談笑御談笑御談笑御談笑いただけますいただけますいただけますいただけます

ﾋﾟｯ！

完備完備完備完備
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Q１．三幸会を選んだ理由を教えてください。

新規事業(サ高住)のオープニングスタッフの募集広告を見て興味を持ち三幸会のホーム

ページを見て「働きやすい介護事業所」である事が分かったから。

Q２．三幸会でこれから頑張りたい事、目指している事などを教えてください。

家族介護・看取りを経験しているので日々の関わりを大切に「後悔しない看護・介護」を

心がけます。杢屋 昌子

Q１．三幸会を選んだ理由を教えてください。

職員募集の折り込み広告を見て説明会に参加しました。対応してくださった職員さんや事

務員さんの雰囲気がとても良く、福利厚生面もきっちりしていると思い決めました。

Q２．三幸会でこれから頑張りたい事、目指している事などを教えてください。

利用者さんに自分の顔と名前を憶えてもらえるよう努め、自分も利用者さんの顔・名前・

個々の特徴をしっかり把握し安心してもらえる介護ができるようになりたいです。鈴木 明美

三幸の園

Q１．三幸会を選んだ理由を教えてください。

母の友人に勧められた企業が偶然高校のインターンシップで行ったことのある施設だった

ので。

Q２．三幸会でこれから頑張りたい事、目指している事などを教えてください。

3年以上の実務経験を積み介護福祉士の資格を取りたいと思います。

林本 莉佳

看護師

介護職

介護職
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Q１．三幸会を選んだ理由を教えてください。

各種勉強会があり、職員レベルの底上げを法人で行い、リフレッシュ休暇、有給取得でプ

ライベートや講習参加を促し「家族を大切にしてほしい」と話され感動したため。

Q２．三幸会でこれから頑張りたい事、目指している事などを教えてください。

ご家族、職員の各ニーズに応え各種国家資格を取得して自己研鑽に努め自分の知識と技術

の幅を広げ活躍の場の拡大を目指します。千村 正也

Q１．三幸会を選んだ理由を教えてください。

長年の実績があり、自宅から近く夜勤を考えると近いほうが良いと思ったからです。

Q２．三幸会でこれから頑張りたい事、目指している事などを教えてください。

いつも笑顔で利用者様に対して丁寧な言葉使いで私がいることで安心できる介護士で

いたいと思います。定年まで頑張って働きたいと思います。
新村 けい子

Q１．三幸会を選んだ理由を教えてください。

介護を始めた当初から知っている事業所でユニット型の新施設オープンだったので。

Q２．三幸会でこれから頑張りたい事、目指している事などを教えてください。

長く働くこと。利用者様との対話を大事にしていきたいです。

伊藤 ひとみ

Q１．三幸会を選んだ理由を教えてください。

転職を考えていた時期に三幸会のホームページを見て、働きやすい職場と認定されて

いたので、興味をもちました。

Q２．三幸会でこれから頑張りたい事、目指している事などを教えてください。

介護の仕事は未経験で分からないことが多いですが、少しでも早く仕事を覚え、介護

福祉士資格を取得できるように日々頑張っていきたいと思います。
加藤 陽菜

Q１．三幸会を選んだ理由を教えてください。

これからの人生100歳時代と言う事で介護は切っても切れない仕事だと思っています。

第2人生介護をずっとして行きたいと思いました。

Q２．三幸会でこれから頑張りたい事、目指している事などを教えてください。

毎日笑顔で気持ちにゆとりを持ち長く勤め介護福祉士資格を取りたいです。

白井 亜弓

大平台の園

機能訓練士

介護職

介護職

介護職

介護職
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Q１．三幸会を選んだ理由を教えてください。

施設見学をさせていただいた時、施設の雰囲気も良く明るく感じた事や、職員の皆さ

んが優しかったからです。

Q２．三幸会でこれから頑張りたい事、目指している事などを教えてください。

介護福祉士の資格を取り、高齢者のことを現場でしっかり学びたいと思っています。

将来的には社会福祉士の資格を活かしていきたいです。白井 未優

Q１．三幸会を選んだ理由を教えてください。

救護施設を含めて、社会事業を多角的に運営している点。就業先を浜松市内とした

かった為です。

Q２．三幸会でこれから頑張りたい事、目指している事などを教えてください。

焦らず慌てず諦めずに、出来る支援を継続していきたいと思います。

藤田 浩文

山崎園

神ケ谷園

介護職

介護職

三幸会の各施設には自家発電設備があり、災害による停電時でも、一定時間の電力供給が可能になっ

ています。燃料の給油や交換により、継続的な電力供給も可能です。

自家発電設備の運転により、生活に必要な照明や厨房機器の一部電力が確保され、御利用者様の安心

した環境が提供できるようになっています。

また、井戸水を使用している施設では、井水のくみ上げに必要な電力供給が可能なため、重要なライ

フラインの一つである「水」が確保され、飲み水確保やトイレの使用も可能になっており、

地域のセーフティーネットとしてもご活用いただけます。
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三幸の園

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。お願いお願いお願いお願い

山崎園

松城デイサービス

神ケ谷園

大平台の園

地域の子供ラッパ隊の保護者様

職員の家族様より手作りマスクをいただきました

毎年地域のお祭りやデイサービスセンターへ慰問で御来園くださ

る子供ラッパ隊の保護者様、当施設で働く職員の御家族様より、

手作りマスクをいただきました。一枚一枚とても丁寧に作られて

います。

世間はなかなかマスクが手に入らない状況が続く中、とても心温

まるご寄付をいただきありがとうございます。

大切に使用させていただきます。

移動スーパーとくし丸

松城デイサービスセンターへ

松城デイサービスセンターでは毎週月曜日１４時～３０分程度、移動スーパーとくし丸

が来ています。

デイサービスセンターの御利用者様が、運動機能や認知機能維持トレーニングの一環と

してご利用されるほか、近くにスーパーがなく自由に買い物に行けなかった方も目の前

の商品を自分で選んで購入できるとあって毎週、足を運ばれてお買い物を楽しまれてい

ます。

駐車場はございませんが、お近くにお住いの方もぜひご利用ください。

たくさんのお祝いの品をいただき

ありがとうございました

三幸の園の隣に高齢者総合福祉施設大平台の園がオープンいたしました。

竣工式と内覧会は新型コロナウイルス蔓延防止のために、やむ無く完全中止とさ

せていただきました。

開設のために、たくさんのお花・樹木・絵画・掛け時計・空気清浄機・不織布マスクな

どの寄贈をいただき誠にありがとうございました。

まだオープンして間もなく、皆様にはご迷惑をお掛けする事もあると思いますが、愛さ

れ親しまれる施設になるように努力してまいります。

衛生用品を寄付させていただきました

神ケ谷園では現在使用していない医療用のマスク等N95バイリーンマスク 50枚、メ

ディカルマスク 450枚、使い捨てガウン 約150枚、シューズカバー 約100枚、使い捨

キャップ 約150枚を、現在新型コロナウイルスの影響によりマスク等が不足している医

療機関で是非使って頂きたいと考え、浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課様に寄付

させていただきました。

浜松市より感謝のお言葉を頂くとともに、浜松市の公式Twitterにも掲載していただき

ました。

御利用者様・御家族様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大

防止に伴う面会制限にご協力誠にありがとうございます。

三幸の園では、Skype（スカイプ）を利用したテレビ電話面会を試験的

に導入し、自宅にいながら御利用者様と顔を見てお話ができるようにな

りました。「機械の操作は苦手」と言う方には、三幸の園へ御来園いた

だければ施設端末を利用して電話をおつなぎいたします。

テレビ電話での面会をはじめました


