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に創意工夫をこらした多
様な『地域における公益
的な取組み』を実現する
とともに、高い公益性と
非営利性にふさわしい財
務規律、運営状況の公表
等が求められ、大きな改
革の年となります。
今後の高齢化社会に際
し地域包括ケアシステム
の構築をする上では、医
療と介護の連携は必須と
なります。
暁会においては、医療
法人茜会との強固な連携
を持つ特性を踏まえ、社
会福祉法人の責務を果た
し地域のニーズに応え、
更なる地域貢献に取り組
んで参ります。
最後に、皆様にとって
この一年が素晴らしいも
のでありますようご祈念
申し上げ、新年のご挨拶
とさせていただきます。
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社会福祉法人暁会
理事長 吉水 一郎

あけましておめでとう
ございます。
謹んで新春のごあいさ
つを申し上げます。
昨年を振り返りますと
熊本地震を筆頭に、台風
大火といった天災に加え
相模原の障害者支援施設
における事件など、防犯
対策についても迫られる
年となりました。
そのような中、当法人
においては昨年４月に『
生活介護事業所フェニッ
クス』開設、『グループ
ホーム東山・小町の里』
増床等、多くの皆様のお
力添えにより実り多い一
年となりましたことを感
謝申し上げます。
さて、本年は社会福祉
法等の一部を改正する法
律が４月１日より施行さ
れることとなり、社会福
祉法人は、これまで以上
建国記念日

4 月までの主な行事予定
成人の日

吉水 千賀子

特別養護老人ホームフェニックス
障害者 支援施設 フェニックス

施設長
あけましておめでとう
ございます。
皆さまにおかれまして
は健やかに新春をお迎え
のこととお慶び申し上げ
ます。
旧年中は、当施設の運
営に関し、格別のご理解
とご協力を頂きましたこ
とを、心から厚く御礼申
し上げます。
昨年は法人設立から二
十周年を迎えることがで
きました。
また新たな事業所の開
設や既存事業所の増床な
どにて提供サービスの拡
充にも取り組むことがで
きました。
世界的に見ても、四年
に一度の夏季オリンピッ
クの開催や、記憶に新し
いアメリカ大統領選挙な
どがあり、例年になく躍
動が感じられた年であっ
たかと思われます。
また社会福祉法の大幅
改定も控え、重要な年と

なります。
施設としましては、節
目の年として原点に立ち
戻り、施設の存在意義、
地域への貢献、高質のサ
ービス提供とは何かを見
つめ直し、更なる飛躍を
するための地固めの一年
であると考えております。
この小野の地で、二十
年間積み重ねてきた経験
を基に、利用者の皆様、
職員の皆様、地域の皆様
から、真に必要とされる
施設であり続けることを
念頭に、本年も邁進する
所存でございますので、
職員の皆様からもお力添
えを頂きたいと思います。
最後になりますが、本
年が皆様にとりまして、
幸多き年となりますよう
祈念申し上げ、年頭のご
挨拶とさせていただきま
す。
ユニット型

鬼村

伊勢子

特別養護老人ホームフェニックス

施設長

新年あけましておめでとうござい
ます。
皆様とともに輝かしい新年を迎え
られましたことは、大きな喜びでご
ざいます。
旧年中はひとかたならぬご厚情を
賜り誠にありがとうございました。
本年は特別養護老人ホームフェニ
ックスの開設から二十周年を迎える
こととなります。
奇しくも今年の干支は「酉」であ
り、強運を『とり』込み、且つ『不
死鳥』のように力強く飛躍する「特
養フェニックス」になることと思い
ます。
今年も職員一同、地域における福
祉施設の拠点として、入居者及び利
用者一人ひとりの尊厳ある暮らしを
守り、エビデンスに基づいたケアの
実践・認知症ケアの充実を図るため
に活動をして行く所存でございます。
今後ともご指導ご鞭撻を賜ります
よう、お願い申し上げます。
末筆ではございますが、本年が皆
様にとって実り多い年になりますよ
う願って、年頭の挨拶とさせていた
だきます。

ケアハウスあかつき

施設長 岡﨑 貴美江

新年、おめでとうございます。
昨年、四月にあかつきに転属致し
ました。
何もかも初めての事で戸惑ってい
ます。
六十人様に六十通りの生活、性格
があり、対応にてんやわんやの毎日
です。
できるだけ個別の要求により添っ
て、あかつきの生活がより豊かなも
のにしていただけるよう頑張る所存
でございます。
さて、私はと申しますと徐々に活
字から疎遠になっておりますが、最
近新聞でレジリエンスという言葉に
会いました。
レジリエンスとは逆境に対する体
や心の回復力抵抗力を意味する言葉
だそうです。
レジリエンスを鍛えるには、「筋
力をつけることが大切で、運動や日
々の生活で筋力をつけることを心が
けましょう。」と、ありました。
七十代を超えてから、少しずつ様
々なことに時間がかかり判断力も弱
まっています。
全て筋力低下からきているように
述べられていました。
今年は、現状維持の為に意識して
有酸素運動を毎日三十分やろうと決
めました。
怠けていそうな時は声をかけてく
ださいね。
酉年のこの一年が、皆様にとって
良い年であるよう祈念しております。

あかつき苑

施設長

長尾 朋絵

2017 年の年頭にあたり謹んで新春のご挨拶を申し上げます。
メディカルケアタウン東大島も開設から約３年たち、３度目のお正月を迎えることができました。
これもひとえにご利用者ならびにご家族の皆様、地域の皆様のご協力・ご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
2016 年は米国大統領の広島訪問、天皇陛下の生前退位問題、トランプ次期大統領の当選などのニュースが新聞を
賑わせました。
また、熊本や鳥取など予想外の地域での強い地震の発生、被害のニュースも印象に残っています。
ここ関東地方は、以前から大地震の発生が危惧されており、当施設も震災に対しての備品や備蓄の確認のみでな
く、地震想定の避難訓練なども行って参りました。しかし、今一度、入居者の皆様に安心して過ごして頂けるよう、
施設内の防震対策についても確認を行う等、常に備えをしておかなければならないと強く感じました。
今年の干支である「酉」という漢字は成長や熟成をあらわしており、今まで頑張ってきたものの成果が表れるとの
考え方があるそうです。
この言葉通りさらに成長できるよう職員一同取り組んで参りたいと思いますので、本年もどうぞよろしくお願い
いたします。
末筆ではございますが皆様にとって飛躍の年となります事を願い年頭の挨拶とさせていただきます。

やはず苑 施設長

坂林 和博

新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
防府事業所としましても、本年で 13 年目を迎える事となりました。今日まで多くの地域の皆様のご支援ご協力を
賜り、運営をさせて頂きました事に、心より感謝申し上げます。
さて今年は、社会福祉法等の一部改正が施行される年となります。まずは、私達一人ひとりが暁会の職員として
の誇りと自覚をしっかりと持ち、利用者様、入居者様に少しでも満足して頂けるように一生懸命支援を行っていく
事が何よりも大切だと思っております。
また今年は、地域交流も更に充実していきたいと思います。6 月には、やはず苑グラウンドにおいて、地域の皆
様と共に、やはず杯ペタンク競技大会の開催を予定しております。
地域の皆様との繋がりを大切にしながら、職員一同頑張って参りたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

フェニックス一の宮

施設長

角田 実

新年、明けましておめでとうございます。昨年は入居者様が安心・安楽に生活していただける、そしてご家族か
ら信頼される施設を目標としてやってきました。本年はさらに充実したサービスを提供できるように職員一同常に
向上心をもって入居者様が常に笑顔で過ごせるように職員一同一丸となって努力してまいる所存でございます。
また地域密着型特別養護老人ホームの役割である地域活動の積極的参加の一環として、昨年度は一の宮学園町の
住民の方と清掃活動の参加、職場体験学習で勝山中学校の学生 3 名を受け入れました。また昨年の 12 月には家族会
合同で施設の大掃除も行いましたが、こうした活動も継続し、今年も地域の皆様との絆を大切にして地域活動を積
極的に行って行こうと思っております。
まだまだ力不足は否めませんが、本年も入居者様、ご家族様、そして地域の皆様方からの変わらぬご指導ご支援
をお願い申し上げます。
皆様におかれましても、今年がよき年になりますように、ご祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。
謹んで、新年のお喜びを申し上げます。

高齢者医療研究会

平成 28 年 10 月 2 日（日）、第 19 回高齢者医療研究会が今年も海峡メッセ下関 10 階国際会議場にて開催されま
した。会場は多くの関係者や職員の皆様が参加され、用意された席が全て埋め尽くされていました。
暁会からは 3 事業所が研究発表致しました。
どの事業所も研究や検討を何度も繰り返し、発表資料を熟考し作成した跡が見られ、本当に各テーマに沿って
真剣に研究をされたという熱意が感じられるものでした。
また今回はミニフォーラムとして、「高齢者介護・医療の場における EPA プロジェクトの現状と課題」として、
暁会・茜会にて現在勤務中の EPA 介護福祉士合格者及び候補者が、自国にて EPA を目指した経緯や、日本に来てか
らの経験を苦労話も交えながら、一生懸命伝えてくれました。
いずれの方も明確に目標を設定し、求める理想像に向けて、高い向上心をもって努力されていることが強く伝わ
ってくるものでした。

暁会の結果は、特養フェニックス（小野）が優秀賞、EPA プロジェクトが審査員特別賞を受賞することができ、
発表チームは皆ホッと胸を撫で下ろし喜びを噛み締めていました。
参加された皆様、準備及び発表において大変な作業をされたことと思いますが、ありがとうございました。

フェニックス一の宮

家族会 「大掃除」

特別養護老人ホームフェニックス一の宮では、昨年１２月３日（土）館内の大掃除ならびに敷地の草取り
を行いました。
当日は、施設に入居者のご家族で構成する「フェニックス一の宮家族会」の活動の一環として、家族会の
皆様のご協力のもと、家族会会長兼冨様をはじめ２１名のご家族にお集まりいただき、寒空の中ではありま
したが、およそ２時間にわたって清掃活動頂きました。
皆様のおかげで、入居者の皆様がこれからも快適にお過ごしいただける環境になり、施設職員として大変
感謝しております。

第 32 回山口県身体障害者施設協議会

親睦レクボッチャ大会

11 月 2 日に山口市の維新百年記念公園スポーツ文化センターで第 32 回山口県身体障害者施設協議会

親

睦レクボッチャ大会が行われました。
山口県身体障害者施設協議会は県内の旧身体障害者療護施設 10 施設で構成され、今回はフェニックスが
担当施設でした。
いつもは、利用者数名を引率しての参加ですが、担当施設になると会場、必要物品の手配、準備や各施設
との調整等の事前準備や大会当日は、朝早くから会場の準備や進行と本当に大変でしたが事務課をはじめ、
他事業所の多大な協力によって、無事に開催する事が出来ました。
大会の様子ですが、今回は７施設が参加され、優勝を目指して熱い戦いが繰り広げられました。決勝戦で
は１．５㎝の差で勝敗が決まる場面がありました。
当施設は優勝には、ほど遠い結果でしたが、１投１投を真剣な表情で投げたり、他の施設の利用者や職員
としっかり交流する事ができ、笑顔もたくさん見れました。

フェニックス

餅つき

年の瀬が押し迫る 12 月 28 日、小野のフェニックスにて、毎年恒例の餅つきが行われました。
60Kg の餅米を準備し、調理室で蒸した後、本館１階の玄関フロアにて臼と杵を使い人力で突いていきます。
基本は若手の男性職員が主となって突いていきますが、時折、児童ＤＳの子供達と交代したりして餅つき
体験をしてもらいました。
また、突いたお餅をちぎっては丸めての成型作業には、フェニックスＤＳの利用者も参加され、皆様慣れ
た手つきで素早く成型されていました。
見学されていた特養フェニックスの利用者からは、「あーした方がいい」等のアドバイスもあがり、多く
の方が懐かしがり、「えーものが見れた」と大変喜んでいらっしゃいました。
全部で 18 臼突いたので、時間も掛かりましたが大量の鏡餅と丸餅ができ、鏡餅は事業所に正月用として
配られました。
年末の風物詩であるこの行事が終わり、間近まで迫っている新年の足音がヒシヒシと感じられたひと時と
なりました。

平成 28 年度

社会福祉法人暁会

忘年会

昨年１２月９日（金）にシーモールパレスにて、「社会福祉法人暁会忘年会」が盛大に開催されました。
開式に先立ち、吉水千賀子副理事長より職員への労いの言葉を頂くとともに、１５名の永年勤続者に感謝状の
贈呈が行われました。
乾杯のご発声のもと忘年会は始まり、障害者支援施設などの職員が中心となり「PPAP」や「恋ダンス」等の
パフォーマンスや○× クイズなど２０１６年の世相を反映した余興、毎年恒例の抽選会で大いに盛り上がりま
した。
あっという間の２時間ではありましたが、２０４名の参加者はそれぞれに楽しいひと時を過ごすことが出来
ていたようです。
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