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運営理念

◎ご利用者の幸せを追求する
山の手フラワーヒル
◎地域社会へ貢献する山の手フラワーヒル

本日は、ご多用の所ご臨席頂き、誠にありがとうございました。
開設当時から今日までの事が、走馬灯のように思い起こされます。当時、
山の手病院の院長である主人は、日本で一番大変な時代を経験し、国を
支えてくれた高齢者の方々が、病院を退院した後に、
「どうしたら安心して、
老後を暮らせるようなるのか」と考えに考えました。そして、四季を自然と
感じる事が出来る、この大山野の地を選んだのです。その時から大山野の
皆様には、ご理解とご協力を頂き、心より御礼申し上げます。また、本日
ご臨席頂きました多くのボランティアの皆様、いつも施設長や職員からお話
を伺っておりますが、皆様のお陰で、
「ご利用者の幸せを追求する山の手フ
ラワーヒル」という理念の実現が出来る事を感謝致しております。
ここにこうして無事 30 周年を迎える事が出来ましたのも、本日、ご臨席
の皆様をはじめ、多くの方々のご支援・ご協力があったからと心から感謝
申し上げます。
本日、創立者は、病気療養中のため、本会に出席して皆様に御礼を述
べる事はできませんが、6 月 21 日の銘板設置の翌日、君津山の手病院の
職員と共に施設へ参りました。
「社会福祉法人檀生会の創立の精神」と「法
人名の由来」の銘板に刻まれた文字を見て、そして施設長が読む言葉を聴
きながら「そうだ、その通りだよ」と、さらには、法人理念にある通り「こ
の精神で、利用者の幸せを皆で力を合わせて追及していきなさい」、
「地域
社会に貢献していきなさい」と語り掛けているようでした。
私ども法人は、後継の人材が育ってきております。これから未来に向けて、
更なる努力を重ね、地域社会に必要とされる施設を目指し、銘板の「誓」
に刻まれている通り、役員並びに職員一同は、
「創立の精神」を継承してい
く事を誓います。
今後も皆様の変わらぬご支援・ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。
本日は、誠にありがとうございました。
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祝辞

て、地域の中で何とか安心して老後を過ごし、また生き甲
斐のある場所を提供できないかとの思いが、日に日に強く
君津市社会福祉協議会会長
なっていったとの事であります。
昭和 63 年 7 月、行政などから補助金やその他各方面
山中 家道 様より
から寄せられたご援助・ご協力のもと、特別養護老人ホー
この度、社会福祉法人檀生会が ム山の手フラワーヒルを開設され、ショートステイやデイ
設立三十周年を迎えられ、本日ここ サービス事業の実施、介護予防事業、ユニット型個室の
に法人設立者の思いを再確認する 増床など年々充実を図り、君津市の高齢者福祉に多大な
と共に、更なる発展を願って、大勢 貢献をされ、着実に実績を残してこられた事は、誠に意義
の関係者が一同に会し、社会福祉 深く衷心より敬意と感謝の意を表する次第であります。
法人檀生会山の手フラワーヒル開設三十周年記念式典が
この社会福祉法人檀生会山の手フラワーヒルが、重光
このように盛会されますことは、誠に意義深く、心からお 理事長や芳賀施設長をはじめ、関係者のご熱意により、
祝い申し上げます。
将来益々拡充され、人生の幾山河を越えてこられた方々
さて、社会福祉法人檀生会におかれましては、昭和 63 の悠々自適の場として、明るく楽しい施設となりますことを
年に設立され、高齢者は国の宝であり、この方たちがい 念願致します。
たからこそ今の自分たちが在るのであって、尊敬の念を
近年、少子高齢・人口減少という構造的な社会問題に
持って大切にしていく事が必要であり、常に高齢者を大切 直面する中、高齢者福祉の在り方も変革の時代を迎え、
に思い、自分の事より相手の事を一番に考え行動しなけ この 30 年間で高齢者を取り巻く社会環境は、平成 12 年
ればならないという、法人設立者の崇高な思いに基づい の介護保険制度の導入から今日まで大きく変化してきてい
て開設されたと伺っております。
ます。こうした中、社会福祉協議会と致しましても、地域
今から約 30 数年前、経営している病院において、その 共生社会の実現に向け、地域福祉推進の基盤を強化する
当時は高齢化が大幅に進む中、在宅が可能になった方に と共に、公的福祉サービスや高齢者福祉施設の方等と協
は、退院していただかなければいけないのですが、君津 働して、住民同士がお互いに支え合いながら暮らせる地域
市内における高齢者施設はわずか一か所で、入院患者の づくりに努めてまいりますので、皆様方の温かいご支援と
退院後の行き場がなく、無理に退院させるわけにもいかず、 ご協力を賜りますよう、引き続きよろしくお願い致します。
日々苦悩されていたとの事であります。その背景として考え
結びに、社会福祉法人檀生会の益々の発展と、関係者
られることとして、高齢者が入院したことにより、新たな 皆様方のご多幸とご発展をご祈念申し上げまして、お祝い
家族体系が出来上がってしまっていたり、急に退院すると の言葉とさせて頂きます。本日は、誠におめでとうござい
なっても引き取れる生活環境が整っていない状態であっ ます。
たり、また、家庭での介護は大変だから家で看ることが
できないなどが、大きな要因に挙げられておりました。こ
のような事情から、一度受け入れた患者さんの受け皿とし

ボランティアサークル
菜の花の会

進藤

代表

順子

様

ボランティア代 表とし
て、進藤様に感謝状授与
させて頂きました。常日頃
から、施設にご協力頂き
本当に感謝しております。
また、心温まる祝辞を
ありがとうございました。

感謝状贈呈
あゆみサークル 様
池田 靖夫 様
大宮神社久保祭保存会 様
君津台ヨーカムズ 様
手話ダンスサークル君津 様
台悠々会 様
たんぽぽ 様
チアキッズ 様
どんぐり劇団 様
菜の花の会 様
ベイシティ・バレエアカデミー 大岩かほる 様
若柳汎哉会 様
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評議員選任・解任委員

下田

正行

様

下田様には、祝賀会の乾杯の挨拶をして頂きま
した。
力強く、未来へ向けて励みになる熱いお言葉
が、今も胸に残っております。大変ありがとうござ
いました。

平成 30 年 8 月

主催者挨拶

式典の最初の催しとして「創立の精神」の銘板を除幕させ
て頂きました。
これに先立ち、正面玄関横に「法人名の由来」
も設置致し
ま
したので、少々説明させて頂き
ます。私どもの法
施設長 芳賀 敏三
人名はご存じの通り檀生会と申します。
その名の由来は、創
皆様、本日はご多用の中、社会福 立者が最も尊敬する父、劉阿檀氏の名から檀の字を一文字
祉法人檀生会山の手フラワーヒル開 頂き檀生会と命名したのが由来です。台湾出身のお父様は、
その姿を見て育った
設30周年記念式典にご臨席を賜り、 日本にて過疎地医療に貢献されました。
日本を愛し、医療・福祉に尽力する中、法人設
誠にありがとうございます。主催者を 創立者もまた、
代表致しまして、ご挨拶を述べさせて 立の折、永遠に変わる事のない「ご両親への感謝と尊敬」の
思い、
「施設をご利用される皆様を父・母の如く大切にして行
頂きます。
そして、
本式典につきましては、
今年の2月、
職員の責任者会議にお く」との決意と誓いが込められての命名でございます。
きまして「感謝と未来に向けての誓い」
「創立の精神の継承」 いつも言っていたのが正面の銘板に刻まれた「お爺ちゃん、お
この方たちが居てくれたから今の自
という二つのテーマの下、6月24日に式典を開催する事を決 婆ちゃんは国の宝です。
自分のお父さん、お母さんだと思って、
定致しました。皆様には、狭い会場で式典を開催いたします 分たちが在るのです。
それ
事、そして何分、不慣れな者が通常の業務の中、皆様をお招 感謝と尊敬の念を持って大事に大切にして行くのです。
きしておりますので、至らぬ点も多々有るかとは存じますが、ご が出来ない人を私は決して許しません」この言葉が創立の
精神です。
そして、創立者の普段の姿はと言いますと、病院に
容赦の程、
よろしくお願い申し上げます。
さて、当施設は、昭和63年（1988年）7月1日に押し寄せる 居る時は待合室に居る人に、売店からヤクルトを買って配った
高齢化の波の中、創立者である重光雅広前理事長が、自身 り、自分が疲れた時に食べる為、診察室のデスクに置いてあ
の運営する病院だけでは社会の流れに対応できなくなり、高 るキャラメルを患者さんに渡したり、また、施設のお祭りに来た
齢者の安住の地を求めて、この大山野の地に特別養護老 時などは、創立者が居ないので探していると、売り物のアイス
人ホーム定員50名、ショートステイ4名で開設致しました。
その クリームを箱ごと持ち、皆に配って回ったりと、それが創立者の
後、定員25名のデイサービスを同年10月1日からスタート。平成 人となりでございます。創立者は現在、病気療養中であり、創
23年（2011年）4月1日に定員32名のユニット型の特養を新 立者と接したことのある職員も数えるほどになって参りました
「創立の精神」の下、
たに開設し、現在に至ります。地元の皆様からすれば、自然豊 が、幸いにも、未来を担う後継の人材も
かなこの大山野の地に、突然このような施設が建てられたに しっかりと育ってきております。
本日、
この式典において、在籍する永年勤続職員の表彰を
も関わらず、今日まで温かくご支援、
ご協力を頂いていますこと
を、深く、深く感謝申し上げます。
また、ボランティアの皆様にお 行わせて頂きますが、草創期を築いて下さった前田友只初代
かれましては、いつも私たちだけでは埋めることのできない、温 施設長、そして現在も名誉施設長として職員の育成や、ご入
かい介護支援を、ご利用者様やご入居者の皆様に賜るのみ 居者の処遇に関わって下さっている、大串雅子第二代施設
ならず、本来であれば私たちの業務であるところの、洗濯物の 長をはじめ、多くの良き先輩が居てくれたからこそ、今の施設
整理整頓やイベントなど広範囲にご協力を頂き、陰で当施設 が在るのだと感謝しております。理事長はいつも職員の意見
を支えて下さっていることに対し、この場をお借り致しまして感 に耳を傾け、尊重をしてくれます。役員の皆様も常に協力的に
運営へ関わってくれております。
謝、
御礼申し上げます。
時代の流れの中で、今後益々制度も変わり、高齢者政策
皆様もご存知の通り、現在特養は原則介護度3以上の方
しか
でなければ入居できなくなりました。医療管理の必要な方が多 も変わってゆくと予想されます。施設の在りようも然りです。
く入居しておりますので、急変時などすぐに対応できる医療体 し、どの様に世の中が変わろうとも、決して変わってはならない
そして、その精
制がなければ、運営するには大きなリスクを抱えます。
その点、 もの、それは「創立の精神」であると思います。
協力病院である君津山の手病院が24時間体制でバックアッ 神を伝えていくには、自らの実践を通して示していく。後継者を
プをしてくれますので、職員も安心して職務に就くことが出来ま 育てていくことが私たち、先輩の使命と責任であるとの自覚の
す。君津山の手病院の川上院長をはじめ、関係者の皆様に もと、本日を社会福祉法人檀生会山の手フラワーヒルの新た
更なる前進をしていく事を誓います。
感謝の意を表させて頂きます。更に本日、
ご臨席の皆様をはじ なるスタートの日と捉え、
結びに、
本日ご臨席の皆様のご健勝と益々の発展を祈念し
め、多くの関係者の方々に支えられての30年の歴史であると
まして、主催者の挨拶に代えさせて頂きます。本日は、誠にあり
感謝する次第でございます。
がとうございました。

永年勤続職員

永年勤続職員
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永年勤続職員表彰（勤続 10 年以上）
新藤 紀子 殿
青木 将人 殿
崎 友希 殿
山田 順一 殿
石井美智江 殿
白石 浩子 殿
児玉 美紀 殿
能戸 弘子 殿
江澤真由美 殿
新藤 文江 殿
牧野 重美 殿
小泉 康恵 殿

平成 30 年 1 月

医療法人社団重光会
君津山の手病院 院長

川上

裕史

様

川上院長に中締めの挨拶をして頂きまし
た。
前理事長の創立の精神を継承し、君津
山の手病院と施設が連携を強め、共に更な
る地域貢献を目指して行きたいと思います。
今後ともご協力よろしくお願い致します。
心強いお言葉、ありがとうございました。

式典を終えて
サービス課

白石

良美

編 集 後 記

謝辞、祝辞、主催者挨拶は原文を掲載させて頂
きました。式典・祝賀会を思い返すと、当日は厳
粛な雰囲気と緊張のせいか一瞬に感じましたが、
数か月という時間をかけて準備したからこそ、そ
の一瞬がとても輝かしいものになったと感じてい
ます。また、私たち職員が今後、施設の礎になら
なくてはいけないと、編集を通じて再確認する事
が で き ま し た！ 職 員 一 同 力 を 合 わ せ て 頑 張 り ま
す！ （Ｍ・Ｗ）

平成 30 年 7 月 1 日、特別養護老人ホーム山の
手フラワーヒルは開設 30 周年を迎えました。節目
となる本年、これまで当施設を支えて下さった多く
の方々に感謝の気持ちを込め、6 月 24 日に開設
30 周年記念式典及び記念祝賀会を行いました。
式典では、創立の精神が刻まれた銘板の除幕式、日頃より多大なる
ご協力を頂いているボランティアの皆様へ感謝状の贈呈、勤続１０年以
上の職員へ永年勤続表彰。祝賀会では、イメージビデオの上映、花束
贈呈、国内外を問わず活躍されている和太鼓奏者の壱太郎様による和
太鼓演奏が行われました。多くの方々にお越し頂き、盛大な式典・祝
賀会を行うことができました。
当日を迎えるまでの間、進行の打ち合わせや会場設営、お越し頂く方々
への記念品選定・作成等、職員一丸となり、企画・準備を進めてきました。
私は当日、司会という大役を務めさせて頂く事となり、
「本当に私にでき
るだろうか」という不安と同時に、
「施設の次世代の担い手として、なん
としても成功させたい」という気持ちが入り混じった少し複雑な心境でし
たが、練習を重ねて行くにつれ、その不安は消え去り、周囲に支えられ
ながら良い緊張感を持ち、式典を迎えることができました。そして式典
を終え、
「沢山練習はしたが、私の司会はどうだっただろうか」と心配し
ていると、多くの方に「司会良かったよ」とお声掛け頂き、大変嬉しく思
いました。私に司会を任せてくださった事にとても感謝しています。そして、
それは確実に私の糧となり自信へと繋がりました。
30 周年という本年を1つの区切りとし、施設として初めての試みであっ
たこの式典が、成功した事を大変喜ばしく思います。これから先の未来
に向け、私たち職員一同は日々たゆまぬ努力を続けながら、今後もご
利用者の幸せの為、尽力したいと思います。改めて、当日ご列席頂い
た皆様へ感謝申し上げます。今後とも山の手フラワーヒルをよろしくお
願い致します。
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