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組織が大きくなってまいりますと、サービス提

川島 ク リ ニ ック

（埼玉県川島町）

院長

牧田

陽一郎

供に必要な様々な動きが、少しずつバラバラに分

新年を迎えるに当たり、皆様にお

（東京都新宿区）

院長

解され、その部門、部門がそれぞれに専門性を求
められます。分業化や、アウトソーシングも進め

謹んで新春のお慶びを申し上げます

新宿野村ビルクリニック

小池

雄太

新年のご挨拶

られますが、大局からの、初心の観点を忘れずに、

新年明けましておめでとうござい

願いを申し上げます。皆様は 1 日の

各部門が全体を把握できる力を持ち、自発的に動

うち、“ありがとう”という言葉を、

ける組織を目指

啓仁会新宿野村ビルクリニックは

何回口にしますか。私はできるだけ

し て、 精 進 し て

今年で 6 年目を迎え、生活習慣病予

口にするように心がけています。“あ

まいりたいと考

防を含めた専門外来診療、東京医科

りがとう”と言われて、嫌なことはほとんどない
と思います。むしろ、言われなかったときのほう
が不快なことが多いと思います。

えております。

ます。

大学病院を始め近隣医療機関と連携して参ります。

本年もどうぞ

本年も日々努力、皆様のご健康を願う所存です。

よろしくお願い

皆様もできるだけ心がけてください。家庭でも、

申し上げます。

豊川さくら病院

職場でも、街中でも。どんな些細のことでも、何
かしてもらったら言ってください、“ありがとう”
と。自分の意に添わなくても、人の好意に素直に

吉祥寺南病院

（東京都武蔵野市）

院長

感謝してください。日常の当たり前の行為でも、
当たり前と思っているのは、自分だけかもしれま

山下

重雄

新年明けましておめでとうござい

人のコミュニケーションは、挨拶から。“おはよ

げます。

“ありがとう”は大切だと思います。ある食堂で、

新年明けましておめでとうござい
5 年目を迎えることになりました。
昨年 2016 年は、電子カルテの稼
働にもようやく慣れてまいりました

さて当院においては昨年 11 月 29

家内が醤油を取ってくれたら“ありがとう”。ビー

洋基

2017 年を迎えるにあたって

ます。本年もよろしくお願い申し上

う”、“こんにちは”、“さようなら”と同じように、

竹下

ます。当院も、啓仁会の一員として

新年の御挨拶（2017）

せん。ご注意ください。

（愛知県豊川市）

院長

日に、「共同による新病院計画検討に

がまだまだおぼつかないという感じです・・。
回復期リハビリテーション病棟は、患者一人当

ルをついでくれたら“ありがとう”。合席で前にい

ついて」という記者発表をさせていただきました。

たり平均 8.0 ～ 8.5 単位 / 日のリハを維持してお

た、私より高齢のご夫婦の奥様が“いいわね”と、

武蔵野市吉祥寺地区の医療提供体制の整備強化に

りますが、やはり稼働率に波が見られ大きな課題

御主人が“見習おう”と言ってくれました。

向けて、大隅会森本病院と一緒になって、旧前進

となっております。一般病棟についても、地域包

座跡地に 200 床規模の新病院を建設するという計

括ケア病床への一部転換を視野に置き、訪問診療

宗教です。勧誘もしません、布教もしません。

画です。二次救急医療機関・災害拠点連携病院と

部門の拡大を引

今後、“ありがとう”を心がけてください。

して地域に必要とされる新病院建設を目指してま

き続き目指して

いります。

いく所存です。

随分、宗教的ですが、断っておきます、私は無

介護老人保健施設

い とうの杜

（静岡県伊東市）

施設長

福岡

正裕

明けましておめでとうございます。

これから、武蔵野市をはじめ関係機関との詳細

本 年 2017 年

な協議を進める一方、近隣住民の皆様への説明会

も、昨年までと

実施など多くのハードルを乗り越えなければなり

同様、引き続い

ません。

て皆々様のご指

一昨年２月に、三鷹ロイヤルの丘

本年は大きく飛躍できる１年になると確信して

導・ご鞭撻を頂

からいとうの杜へ異動となり、この

おり、職員一丸となって、精一杯取り組んでいく

けるよう、どう

新しい年も、静岡県伊東市で迎えて

所存でおります。今後とも皆様方のご指導・ご鞭

ぞ宜しくお願い

おります。

撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

申し上げます。

いとうの杜は、昨年はオープンか
ら 10 年目という大きな節目の年となりました。伊
東市で３番目の老健として、平成 18 年 11 月１

介護老人保健施設

三鷹ロイヤルの丘

（東京都三鷹市）

施設長

日に、スタートして以来、地元の利用者とともに、
歴史を積み重ねてきました。老健を取り巻く状況
は、今年も、一段と厳しくなってくると思われま

吉武

介護老人保健施設

たんぽぽ

克宏

就任のご挨拶

（愛知県豊川市）

施設長

鈴木

基博

新年のご挨拶
新年あけましておめでとうござい

明けましておめでとうございます。

す。これまで、積み重ねてきた実績をベースにして、

ます。このたび武蔵野ロイヤルワム

無事に新たな年を迎えることが出

これからも、利用者目線に立った、利用者から満

タウンの一施設である三鷹ロイヤル

来た感謝と、今年にかける期待とに

足して頂けるサービスの提供を目指して、職員一

の丘の施設長を務めさせていただく

思いを巡らす時ですが、私にとって

同、力を合わせて参りたいと思っております。今

ことになりました。

は昨年秋より皆様方の一員に加えて

年も、ひき続き、皆様方のご指導ご支援お願い致
します。

人は生まれ落ちた時から生病老死を運命づけら
れております。そんな人生を健康に、安心して、

石巻ロイヤル病院

（宮城県石巻市）

院長

石橋

清人

新年明けましておめでとうございます。
平成 19 年９月に、42 床で誕生し
た当院も、地域の皆様と共に、10 回
目の新年を迎えることとなりました。

頂き初めての新年を迎えることになり感慨深い新
春となりました。

そして生きがいをもって暮らしていける地域づく

ところで、10 年に一度どころか観測データに

りに貢献する、これが「ワム・タウン」構想と理

無いような異常気象が毎年起き、「ひび焼きの陶器

解しております。

の上に住んでいる」ことに気付かされ、政治の混

「生病老死」にどう向き合うかは同時に私たち

沌が世界中で広がっていく現代で平穏無事な毎日

サービスを提供する側にとっても課題であります。

を送れることはそれだけで貴重なことのようです。

利用者様から学びながら、職員のみなさんと一緒

そのような中で私達も人々の無事を支える一翼を

に考えていきたいと思っております。

担っていることを自覚し、より良いサービスを提

ワムタウン・ネットワークの

供していかなければなりません。そしてそれは、

昨年４月には、許可病床数も 230 床

関連諸施設のご協力を得ながら

となり、石巻地域の方々への、更な

責務を果たしていきたいと考え

本年もその目標に向けて職員一同努力して参る

る充実した医療・福祉サービスの提供へ向け、気

ております。よろしくご指導の

所存ですので、皆様方のご指導、ご支援を頂けま

持ちを新たにしているところであります。

ほど、お願い申し上げます。

すよう宜しくお願いいたします。
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私達自身の為でもあると考えます。
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ラマ「真田丸」があります。忠義に厚い戦国武将
の生きざまに心を打たれた方も多いかと思います。
この真田幸村（信繁）は多くの名言を残していま
すが、その中に、「夢をつかんだ奴より、夢を追っ
ている奴の方が、時に力を発揮する」があり、い
つも大きな夢をいだいて日々努力しなさいと戒め
ています。私たちも現状に満足せず、職員同士が
協力し合い更なるサービスの質の向上を目指し努
めてまいります。

医療法人
北

野

病

社会福祉法人

昭仁会

院

（埼玉県新座市）

院長

服部

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

（埼玉県坂戸市）

施設長

（埼玉県所沢市）

施設長

高野澤

一夫

齋藤

悦子

明けましておめでとうございます
新年、明けましておめでとうござ

新年明けましておめでとうございます

新年を迎える言葉として皆様に「日

さかどロイヤルの園

ロイヤルの園

明徳

新年あけましておめでとうございます。

栄光会

昨年度は、２番目の保育園となる

います。

に新たに、日々に新たに」を送ります。

「あきつやまゆり保育園」が４月に開

さかどロイヤルの園の運営も 3 年

昔中国の王様が顔を洗う盤に彫り付

設し、10 月１日には、新理事長に北

目に入りました。ようやく、今日明

けていた言葉だそうです。

林登美雄理事長が就任しました。ま

日のことだけではなく、少し先のこ

土光敏夫元経団連会長が座右の銘

た、同月に新規特養地鎮祭も無事終

として「今日という日は天地開闢以来はじめて訪

了し、平成 30 年４月開設を目指し準備を進めてい

れた新しい日である。大事な一日だから大切に使

ます。

いなさい。」と言っています。私には次のように聞
こえます。
「うまくいっている時は、マンネリ化しないよう
今日を新たにしようと心掛けなさい。」

ましょう。

本年度も新理事長の下、介護施設職員と保育園

挙げられます。しかし、一方では退職職員の増加、

様方のより一層のご指導、ご支援を賜りますよう

入居希望者の減少など、頭の痛い問題も山積して

お願い申し上げます。

います。
今年一年、様々な問

特別養護老人ホーム

題の解決に向け職員一

さいたまロイヤルの園

（埼玉県さいたま市）

施設長

深松

之雄

丸となり取り組んで行
きたいと考えておりま
す。皆さま方のご支援

10 回目の新春に

そんな時代もあったねと いつか話せる日が来る
わ。あんな時代もあったねと

いての取り組み等は昨年実施できた良い点として

職員が一丸となって頑張ります。これからも、皆

「今はこんなに悲しくて 涙も涸れ果てて、もう二
度と笑顔にはなれそうもないけど。

ボランティア活動の活発化や初任者研修、実
務者研修等の実習生の受け入れ、看取りケアにつ

そして、うまくいっていない日には中島みゆ
きの「時代」の歌詞にあるように今日を頑張り

とも考えられるようになりました。

早いもので、本施設が開設して 10

を賜りますよう、よろ

きっと笑って話せ

回目の新春を迎えております。新年

しくお願い致します。

るわ。

を迎えるにあたり、よい年の到来を

だから今日はく

祈るのは恒例のことですが、節目の

よくよしないで 今

年ということもあり、地域の皆さま

日の風に吹かれま

が安心して利用でき、また、そのことに職員が誇

しょう。」

りを持てる施設でありたいということを改めて強

幸せな 1 年とな
りますように。

ケアハウス

四 季 の 里

（埼玉県新座市）

施設長

関

公一

（埼玉県所沢市）

施設長

村田

康二

新年のご挨拶

く感じます。

新年明けましておめでとうござい

介護保険制度改革の中では、露骨な個人負担の

ます。

増加と給付抑制の議論が始まる中で、私たちにで
介護老人保健施設

ロイヤルの園

昨年は、４月熊本地震による災害、

きるのは、質の高いサービスと情報と提供に尽き

８月リオデジャネイロ五輪での日本

ると考えています。流行りの言葉で言えば『利用

勢の活躍、9 月広島カープの 25 年

者ファースト』になる

振りのセリーグ優勝、11 月米次期大統領選でトラ

のでしょう。皆さまと

ンプ氏の勝利などいろいろな出来事がありました。

の信頼関係を築くこと

熊本地震ではあらためて災害列島を再認識させら

11 月の降雪など異常気象に見舞われ

に意識を高く持ちなが

れ、五輪での活躍や広島カープの優勝では元気や

国の内外を問わず情勢も不安定な一

ら、施設運営にあたり

勇気を頂き、米大統領選では今後の日米関係への

年でした。

ます。本年もよろしく

変化を危惧し、今年もいろいろな出来事の生起が

お願いいたします。

予想されます。

新年あけましておめでとうございます。
昨年は熊本地震をはじめ迷走台風、

新たな年を皆様いかがお過ごしで
しょうか。老健四季の里も、新年を迎えることが
できました。これは職員、一人ひとりの懸命な働
きだと思っています。更には、幹部職員が同じ目

「備えあれば憂いなし」日ごろから各種事態を予
特別養護老人ホーム

（埼玉県川口市）

標に向かってそれぞれの役割を果たすべく努力し
ている結果だと思います。
今年は更に、知識、技術に磨きをかけて、その
両輪を正しく動かすべく、強くて、優しい心のエ
ンジンを持って、ご利用者様にとっても、より安全、

期して、本年も安全安心な施設運営を心がけて参

かわぐちロイヤルの園
施設長

鈴木

一登

新年あけましておめでとうございます。
健やかに新年をお迎えのことと心
からお慶び申し上げます。
かわぐちロイヤルの園は、多くの

安心のできる施設造りを目指しましょう。今年一

皆さまに支えて頂きながら、今年で

年が、皆様にとって素晴らしい年になりますよう、

施設開設５年目を迎えます。

お祈りいたします。

さて、昨年も多くの出来事がありましたが、印
象に残ったものの一つに、ブームとなった大河ド
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ります。そして、80 名全員の皆様に、明るくて暖
かく、家庭的なホームと評価されるよう引き続き
努力致しますので、皆様方のご指導、ご支援を賜
りますようお願い申し上げます。

