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新年のごあいさつ
社会福祉法人

福岡福祉会

理事長

佐伯

邦夫

新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、すがすが
※都合により予定を変更することがあります。
ご了承ください。

しく健やかな新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年中は、当法人へひとかたならぬご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。
昨年 12 月１日付けで「社会福祉法人福岡福祉会」理事長に就任いたしました。社会福祉とりわ
け高齢者福祉事業がますます重要さを増す今日において、かかる職に就任するにあたり、責任の重
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大さを痛感するとともに、この重責を肝に銘じ職務を全うする所存であります。
当法人では、利用者の皆様方から利用して良かったと言われる施設づくりを目指すと同時に、よ
り質の高い、適切な福祉サービスを提供することが当然の責務であると考えています。そのために
も日々研鑽できる体制づくりを整備してまいります。さらに、利用者の皆様方が安心・安全な日々
を過ごせるよう災害に強い体制づくりにも努めてまいります。
これからも、皆様方から愛される施設づくりを目指し、社会福祉の推進役として地域に貢献でき
るよう、職員一同献身的に取り組む所存ですので、今後ともお引き立ていただきますとともに、ご
指導、ご鞭撻を賜るようお願い申し上げます。
最後に、本年も皆様方のご健康とご多幸をご祈念いたし、新年のご挨拶といたします。
平成 24 年元旦

（順不同・敬称略）

退任のごあいさつ
編集後記

寄付金
麻生喜代江

池田花子

牛島正雄

柴田治雄

田村昭三

寺島富子

中村

日本海綿業（株）

厚

年の始めに、利用者様に書初めをしていただき
ました。皆様それぞれに慣れた筆づかいで、好き
な言葉を書いて下さいました。
夢 と大きく書かれた文字を見て、初心を忘れ
ずにいることの大切さを教えてもらったような気
がしました。
今年も、季節の行事等を通して、施設の様子を
皆様にお届けしていきたいと思います。どうぞ、
よろしくお願いします。

（敬称略）
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社会福祉法人

福岡福祉会

前理事長

田中

勤也

このたび 11 月 30 日をもちまして 社会福祉法人 福岡福祉会 理事長を退任
させていただきました。顧みますと 平成３年に理事長に就任以来 20 年間の長
きにわたり理事長の職に微力を傾けてまいり、おかげをもちましてその職責を
まっとうしえましたことは、皆様方の暖かいご指導ご高配のたまものと厚くお礼を申し上げます。
今後は法人のみならず、地域の福祉事業の進展のために陰ながら誠心誠意協力をしてまいる所存で
ございますので、従前同様変らぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
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アルテン赤丸 創立20周年式典
11 月 9 日（水）9 時 30 分から、ふくおか総合文化センター U ホールに於いて高橋
正樹市長、梅田信一副議長、石澤義文高岡市政顧問、井村昭彦県議会議員をお迎えし
て創立 20 周年記念式を挙行しました。
永年勤続役員としてご尽力いただきました 6 名の方々並びに、日頃ボランティアと
してご協力いただいている 9 団体、5 個人の皆様に感謝状を贈呈させていただきました。
また、創立以来 15 年以上勤続の 14 名に永年勤続職員表彰を行いました。
記念講演は、映画「おくりびと」の原作者の青木新門氏に「いのちのバトンタッチ」
絆

ただき第 15 回アルテン文化祭を行いました。テーマは『越中八尾 おわら』
と題し、ステージ発表では岩上パティシエによるマジックショーに続き、 神

の演題でお話をしていただきました。
20 周年にあたり、記念誌

11 月 20 日（日）に平成 23 年度 NHK 歳末たすけあい義援金の助成をい

Vol.2 をオールカラー印刷で作成しました。作成期

通友の会

による胡弓演奏と唄、キッズクラブの子供達、職員によるおわら

間中思い出の写真を探していると懐かしい利用者の方々のお顔や当時の行事の苦労話

踊りの後、本場八尾町の吉田ご夫婦による男女混合踊りを堪能し「風の盆」

などに話がはずみなかなか編集作業が進まず印刷業者の方には、ご迷惑をおかけした

の雰囲気を味わい、楽しいひと時を過ごされました。

と思います。

また、会議室の展示コーナーにおいては上野様手作りの実物 1/7 スケール

また、記念品として携帯用の マイ箸 と 紅白まんじゅう をお渡ししました。

の八尾ミニ提灯曳山や水畑様のおわら和紙人形の作品を展示させて頂きまし

この 20 周年を起に福岡福祉会の理念に基づき御利用いただく方々はもとより、ご家

た。風情ある作品に利用者やご家族の皆様に喜んで頂けたのではないでしょ

族様からもアルテン赤丸を利用して良かったと思われる施設運営にこれからも努めて
まいりたいと思いますので皆様方のさらなるご支援賜りますよう宜しくお願い申し上
げます。

うか。
模擬店コーナーではご家族と一緒に鮎の塩焼きや山菜そば、シュークリー
ムなどを食べながら、ゆっくりとした時間を楽しまれた様子でした。

ストレッチャー浴槽の設置
１月 16 日（月）に介護労働者設備等導入奨励金事業を運用活用して、介護浴槽（寝浴）
の設置を行いました。利用者
の方の利便性や職員の身体
的負担の軽減を図りたいと
思います。
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忘年会

初

12 月 21 日（水）

詣

1 月 3 日（火）

ほほえみ・ひだまりユニットでは、12 月 21 日（水）の昼食に、忘年会として

天候にもめぐまれ利用者さん 10 名と

昨年大好評だった、うどんがたっぷり入った鍋をお出ししました。寒い冬には温

高岡市の射水神社へ初詣に出掛け、今年

かなお鍋が一番よと、普段食が進まない方も、おかわりされ、皆様嬉しそうな顔

一年の健康とご家族のご多幸をお祈りし

で召しあがられました。

てきました。アルテン赤丸職員一同、皆

尚、忘年会は各ユニットごとで趣向をこらしながら行いました。

様にとって良い年となりますよう願って
おります。

福岡小学校の慰問

12 月 3 日（土）

今年も福岡小学校のボランティア委員の児童 18 名が来てくださいました。リ
コーダーや歌、菅がさ音頭の披露の後には、コマ回しや手遊び歌など昔懐かしい
遊びで世代を超えたふれあいを楽しむことができました。福岡小学校の皆さん、
どうもありがとうございました。

新年会

1 月 11 日（水）

なごみユニットでは、新年会を午後のおやつの時間に行いました。
皆さんで、新しい年を迎えることを祝い、お抹茶をたて、おいしい和菓子を召
し上がって頂きました。
そのあと、今年一年の開運を願って、お一人お一人に手作りの

おみくじ

を

榊に結んでいただきました。
今年も皆様がご健康で過ごしていただけますよう職員一同心新たに頑張ってい
きたいと思います。
尚、新年会は各ユニットごと、日程や内容は違いますが執り行っています。

浅井企画の慰問

12 月 7 日（水）

午後に京田実とミュージックフレンド
（浅井企画）のみなさんによる昔懐かし
い歌から最近のヒット曲まで若々しい歌
声と

生バンド

の素晴らしい演奏テク

ニックをご披露いただきさわやかなひと
ときを過ごさせていただきました。
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デイサービスセンターだより

おたっしゃくらぶ
忘年会

ぬけたぞ〜！

慰 問

さーちゃん一座

みんなで乾杯

慰

問

石堤小学校
5年生のみなさん

お楽しみのあとの福引き

漬け物作り

書き初め
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