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令和５年度に向けて
　3月に入り、令和4年度も残り僅かとなりました。今年度1年間を振り返ってみますと、やはり新型コロナウ
イルス感染症感染防止対策が中心となり、利用者さんの生活や諸行事において大幅な制限をせざるを得ず、
地域の皆様との交流もほとんどできない状況でした。それにもかかわらず、維持会員の皆様をはじめ多く
の皆様から温かいご支援を賜り改めて感謝を申し上げます。
　さて、令和5年度につきましては、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが2類から5類に変わるタ
イミングに合せ、現状から僅かでも一歩前に踏み出す年度にしたいと思います。無論2類から5類に変わっ
ても新型コロナウイルスの性質が変わる訳ではなく、松星苑が開設以来大切にしてきた地域との交流もすぐ
にコロナ禍前の水準に戻すことはできません。社会福祉サービス事業所はハイリスクな場所とされており、
感染防止と日常性を取り戻すことを両立させることは難しい課題でありますが、工夫を重ねながら少しでも
制限を緩めて、利用者さんが安心・安全で楽しく生活できる施設・事業所であるよう努める所存です。
　松星苑を育てる会会員の皆様におかれましては引き続きご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申
し上げます。
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第１しょうせい苑ニュース第１しょうせい苑ニュース

第2しょうせい苑ニュース第2しょうせい苑ニュース

　11月1日、11月22日、12月1日の3日間に分け、お楽しみ活動を行いました。新
型コロナウイルス感染症予防で、牛太玖珂店様のご厚意により店舗を貸し切って
の実施となりました。
　高森牛などの柔らかくて美味しいお肉や、野菜をお腹いっぱい美味しくいただ
きました。コロナ禍で思うように外出できない日々が続いていますが、久しぶりの
外食ということもあり、普段とは違う雰囲気に利用者の皆さんはとても満足した
様子でした。帰りのバスの中でも「おいしかったね」「楽しかった」と、終始笑
顔の絶えない楽しい時間を過ごすことができました。
　今年度もコロナ禍により全体での活動となりましたが、お楽しみ活動の本来の趣旨である利用者さん一人ひとりの希
望に沿った活動が提供できるように今後も工夫していきたいと思います。

　12月22日、クリスマス会を行いました。利用者の皆さんは、それぞれが選んだ
クリスマスのコスチュームを身に付け、会に参加しました。
　催しとして行ったビンゴゲームでは男性、女性、通所の少人数のグループに分
かれ、出た番号に飾りを付けてクリスマスツリーを完成させる形でゲームを楽しみ
ました。また、今年もプレゼントを持って遊びに来てくれたサンタクロースから手
渡しでプレゼントをもらい、一緒に記念撮影も行いました。最後は豪華なクリスマ
スの料理とケーキを美味しくいただき笑顔溢れる時間を過ごすことが出来ました。

　12月14日、クリスマス会を行いました。昨年同様、利用者の皆さんと職員だけ
の会となりました。
　会の最初に利用者の皆さんがクリスマスツリーにメッセージカードを飾り付けま
した。その後、登場したサンタクロースから一人ひとり希望したプレゼントを受け
取り、フィナーレにはプレゼントを手に「赤鼻のトナカイ」を合唱しました。昼食
は大人気のケンタッキーフライドチキンやケーキなどをいただき皆さん笑顔が溢れ
る楽しいクリスマスの１日となりました。

ホームページにも松星苑だよりを掲載しています。
右のQRコードを読み取っていただきご覧ください。

https://www.shouseien.net/

　1月26日、還暦を祝う会を行いました。今年は1名の利用者さ
んが還暦を迎えられ、幼少期からの写真をスライドショーで振り
返りながら紹介した後、利用者自治会長より記念品を贈りました。
赤い服を身に着け、終始笑顔で過ごす様子がとても印象的でし
た。年男、年女の利用者の皆さんには今年の干支であるウサギ
の飾りをつけてもらい一緒にお祝いをしました。職員のマジック
ショーやスプーンボールリレーを行った後はおみくじ！どれも大い
に盛り上がり楽しい笑い声が響き渡りました。
　今年も利用者の皆さんと職員のみでの開催となりましたが、和やかな心温まる会となりました。

おたのしみ活動

クリスマス会

クリスマス会

還暦を祝う会
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　 よくいらっしゃいました　▶▶▶ 10月21日～ 2月20日まで  （敬称略）
 日中一時関係 コロナウイルス感染防止対策の為に日中一時支援、短期入所の受け入れを中止しました。

 実習・研修関係 コロナウイルス感染防止対策の為に実習、研修関係の受け入れを中止しました。

職員の異動
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　 プレゼントありがとうございました　▶▶▶ 10月21日～ 2月20日まで
聖光高等学校。笠戸島特産品開発グループ。マルハン下松店。下松市長。下松市社会福祉協議会。
日立製作所労働組合笠戸支部。日立ハイテク労働組合笠戸支部。イオン社会福祉基金。中部財団。
（株）梅本商会。河本文江。徳山東ロータリークラブ。

 （敬称略）

新年会

イルミネーション見学外出とイルミネーションのご寄贈

　1月19日、新年会を行いました。午前に入所、午後から通所に分かれて新年と喜寿・
古希・還暦のお祝いを行いました。
　第１部では、喜寿・古希・還暦の皆さんのお祝いを行い、利用者自治会と苑か
らのプレゼントの贈呈と利用者代表と苑長からのお祝いの言葉に「これからも健康
に気を付けて頑張ります」と決意が述べられました。
　その後は職員による余興を行いました。栄養士による琴の演奏で会場が大いに
沸きました。次に登場した男性職員は二人羽織でケーキやおでんを食べる息がぴた
りとあった演技を披露し、女性職員は阿佐ヶ谷姉妹を真似た漫才を行い、会場に
大きな笑いの花が咲きました。会の締めくくりに全員で「勇気100％」を歌った後、
お昼に美味しいお弁当とお汁粉をいただき、元気な新年のスタートとなりました。

　12月6日に女性入所者、7日には男性入所者がイルミネーション見学外出を
行いました。徳山駅周辺までマイクロバスで出かけ、イルミネーションで彩ら
れた街並みを見学しました。クリスマスシーズンにピッタリな景観に利用者の
皆さんは目を奪われ、一足早くクリスマス気分を味わうことができました。
　また、下松市内在住の方から沢山のイルミネーション用品のご寄贈があり、
クリスマスの時期に合わせて正面玄関や食堂から見える中庭等に飾り付けを
しました。利用者の皆さんも、大変喜んでいました。素敵なご寄贈ありがと
うございました。

【 退 職 】第１しょうせい苑　　　  　　秋本　枝鈴花事務員（12/23）
第２しょうせい苑　　　  　　坂本　茉由支援員（12/31）
障害者グループホーム松星苑　花屋　芳子世話人（12/31）

【 採 用 】第２しょうせい苑　　　  　　藤井　眞知子パート調理員（11/1）
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松星苑を育てる会　維持会員・ご寄附について（中間報告）

社会福祉法人 松星苑へのご寄附について（中間報告）

【 2022年（令和4年）10月1日～2023年（令和5年）1月31日 】

　松星苑を育てる会維持会員の皆様方、ご寄附を戴きました皆様方におかれましては、益 ご々健勝
のこととお慶び申し上げます。
　2022年（令和4年）11月20日付発行の「松星苑だより第136号」におきまして、2022年（令和4年）
度の松星苑を育てる会維持会員の募集についてお願いを申し上げましたところ、多くの皆様方にご支
援ご協力を賜り、当会関係者一同、心より感謝致しております。誠に有難うございました。

　今後とも引き続き、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　なお、松星苑を育てる会は後援団体のため、当会への会費及び寄附につきましては、寄附金控除
の対象とはなりません。社会福祉法人松星苑へ直接寄附をされる場合には、寄附金控除の対象とな
ります。予めご了承いただきますようお願いいたします。

松星苑を育てる会への維持会員ご寄附　　　　２,６７１,６８９円

【 2022年（令和4年）10月1日～2023年（令和5年）1月31日 】

ご寄附を戴きました皆様、誠に有難うございました。心よりお礼申し上げます。

社会福祉法人松星苑への寄附 ４２８，０００円
第１しょうせい苑への寄附 ９５，０００円
第２しょうせい苑への寄附 １２５，０００円
ゆたか苑への寄附 １５，０００円

　山田グループ七星会各社の皆様より、七星会事務局（山田石油本社内）へ多数のご送付
を戴き誠に有難うございました。七星会事務局より松星苑を育てる会へご寄附戴きました
ので、お知らせ致しますと共にご協力下さいました皆様へ心よりお礼申し上げます。

「当せん年賀はがき及びお年玉切手シート等」ありがとうございました。



県内・県外各地の皆様方に度重なるご支援ご協力を賜り誠に有難うございました。
心よりお礼申し上げます。（　）書きは期間内のご支援ご協力の回数となります。

2023年（令和5年）3月20日 第137号　⑸

ホームページにも松星苑だよりを掲載しています。
右のQRコードを読み取っていただきご覧ください。

https://www.shouseien.net/

  下松地区の方々
阿部クリニック・粟屋 孝紀・伊ヶ崎工業㈱・石井 尚樹・石村 英治・礒村 豊･市川 孝志･伊藤 三奈･植村 誠・
内山 軍治・内山 勇井・梅本 昌敬･梅本 光紀・㈲ＭＵ設計コンサルタント 代表取締役 上原 睦弘・大枝 
一惠・太田 久・岡本 智恵･奥村 英男・小路 英明・風井 剛・加藤 留美・金井金属工業㈱ 代表取締役 金
井 龍夫・金織 平浩・菓舗 松の実 柳井 貞美・加茂 章・加茂 孝・河野 和子・河村 進一・河村 正浩・河本 文江・
北村 卓也・くすりの下松 寺嶋 悦子・下松生野屋郵便局 相本 史雄・下松運輸㈱・下松楽友会 代表 三奈
木 悦子・㈶下松市笠戸島開発センター 国民宿舎大城 支配人 保正 秀幸・下松商業開発㈱・下松商工会
議所・くだまつスポーツセンターアルバトロス募金箱・くだまつスポーツセンターボウリング募金箱・
下松中央ライオンズクラブ・くだまつパブリックゴルフ募金箱・下松幼稚園・黒田 幸子・Ｋビジョン㈱・
（福）孝志会 花岡保育園・神田 忠二郎（２）・神田 初美・合田 淑子・合田 仁美・小林 純子・近藤 桂志郎・
近藤 照雄・近藤 康夫・西京銀行 下松支店・西教寺・佐伯 優衣・坂口 竜也・貞廣 勇治・（学）四恩学園 
四恩幼稚園 園長 見山 任昭・四恩学園 育みの会・下村 正信・周南造園㈱ 代表取締役社長 河村 健司・
周陽商事㈱・松星苑育友会第２しょうせい苑支部（65名）・（福）松星苑職員（84名）・浄蓮寺・新栄テク
ノ㈱ 代表取締役 森田 義男・新開 一成・新生商事㈱・㈱親和・水津 礼子・杉田 昌士・清和工業㈱・瀬畑 美紅・
瀬来 伸吾・髙橋 淸水・武居 啓子・武居 恵亮・㈲武居製麺所・武居 大治郎・武居 文子・武居 典代・田
嶋 美智子・田中 曙生・田中 純二・田中 登喜夫・田中 宏幸・田中 麗佳子・田村 敏彦・田村 文治・中
国電力㈱ 下松発電所・津嶋 一明・津村 美智子・ツルガハマ商業協同組合・ツルガハマランド㈱・出口 正勝・
（医）同仁会・東洋鋼鈑㈱下松事業所・㈲トキワ石油・徳山東ロータリークラブ・戸倉 淳平・豊田 勝彦・
内藤 宏・中井 剛・仲子 愛子・中野 佳代子・中野 照代・中村 有里・（医）中山医院 理事長 中山 実・西村 敏勝・
日本キリスト教団 下松教会・怒和 千代子・のぞみ医院 岸本 千種・萩原 浩子･畠山 栄・花岡地区社会福
祉協議会 会長 田村 英司・濱田 伸彦・林 ヤス子・原田事務所・原田 正剛・久野 英子・秀浦医院 秀浦 信太郎・
弘中 伸寛・弘中 信行・弘木工業㈱・福永 晃生・藤井 義・藤井 春代・藤井 雅大・㈱富士建設工業所･藤
崎 郁子・不二産業㈱・藤野 宏昭・古木 征枝・㈱朋友商事 代表取締役 森繁 博治・（医）北斗会 小林耳鼻
咽喉科・堀 俊子・松友 みどり・松村 价康・瑞穂糧穀㈱東部支店・宮島 裕加・三輪 敬之・㈱ムネスエ・
棟居 郁子・(株)ムネスエスポーツ・棟居 秀行・村上 賢治・村中 恵子・森川 タニ子・守田 明由・守田 福光・
森次 実・矢田 正人・矢次 帆乃香・柳井 利江子・柳 秀一・矢野 卓巳・㈱山県電器・山口ネットワークス㈱・
㈱山田事務所・山田 将太郎・山田 美佳・山田 芙美・山田 椿佳・山田日之出ガス㈱（２）・山根 淳・山本 和純・
山本産業㈱・吉井 美知也・吉永 健太郎　　　　

  周南地区の方々
赤崎 昇・赤野 恵子・有福 健汰・生島 英治・生中 尉公・石丸 八重野・石光 竜也・伊藤 光代・井上 和治・
井上 雅裕・今津 展子・入谷 麻美・岩﨑 秀子・岩田 大武・上田 憲男・牛野 由美子・宇多川 剛彦（２）・

【 ２０２２年（令和４年）１０月１日～２０２３年（令和５年）１月３１日 】

松星苑を育てる会維持会員にご協力くださった方々のご芳名
（敬称は省略させていただきます。）

  周南地区の方々の続き
内山 敬二・大塚 侑佑・大橋 季久乃・岡村 富一・小川クリニック 小川 明男･片山 和也・兼安 紀和・北
垣 賢太・㈱クレサンベール山田友の会・黒川 健甫（２）・黒川病院・江田 信宏・笹本 和行・貞弘 愛子・
作花 聡志・重田 史憲・仕出しのふじま周南店・白井 政行・白木 貴也・鈴木 香織･瀬戸 智絵・大東 英
夫･髙田 涼子・髙橋 トシ子・高松 麗健・瀧口 勝広・竹中 加奈子・田村 世津子･チューケン㈱・辻井 玲子・
寺下 綾・遠石八幡宮・浄土真宗 徳応寺 代表 赤松 泰城・徳田 望方・徳田 雅子・友弘 絵美梨・永木 勇・
長迫 喜三・長野 澄子・中村 将大・中屋 善文・那須 勝一・鍋田 賢･西尾 正嗣・西尾 正尚・西村 信良・
西村 遥香・西村 恭嗣・日本基督教団 周陽教会･日本基督教団 周陽教会 女性の会・日本ｲｴｽ ｷﾘｽﾄ教団 南
陽教会 教会学校・橋本 胡桃・長谷川 和哉・原口 誠二・㈱ビークルーエッセ・廣中 和久・弘中 孝典・
弘中 雅規・福井 真二・㈱福田塗装店 代表取締役 西田 豊・福谷 博・藤井 健司・藤井 謙治・藤井 直弘・
藤井 秀尚・藤井 美知子・藤井 洋二・古谷 彰子・前田 典子・牧野 邦久・三浦運輸㈱・三浦 晴彦（２）・
三浦 靖彦・（学）みぎわ学園 愛光幼稚園 みぎわ会・光弘 篤生・光弘 徳司・宮本 穂花・棟近 涼子・村田 拓也・
森岡 澄夫・森重 順子・森本 隆弘・森山 輝明・安田 美江・山縣 愛子・山口医院 山口 雅英・山口エスエスサー
ビス㈱・山口放送㈱・山口菱油㈱・山﨑 真治・山崎 千絵美・山田グループ七星会事務局・山田石油㈱・
山田石油サービス㈱・山中 健・山村 克彦・吉岡 純一・吉松 久之・吉光 幹治（２）・吉村 佑一・吉本 麻由・
陸門 博子

  県内地区の方々
（医）愛命会 大田病院 藤村 朴・青木 亜希菜・荒井 武・阿武 由希・石丸 亮介・磯野 満陽・伊藤 祥子・
伊藤 孝恵・井森工業㈱・植田 勝義・内田 秀一・内田 宏・内山 佑輔・梅田 昌平・大崎 隆平・大田 智也・
大場 明彦・岡崎 祝・岡崎 準・岡崎 稔・岡村 潤・小川 俊菜・金子 将之・金子 碧来・蒲生 洋樹・河瀬 
真弥･河村醤油㈱ 代表取締役 河村 幸昌・河村 義男・木崎 進一・岸田 瑛子･岸 智香子・北谷 博幸・木
本 房男・久保 みどり・㈱熊谷組 山口営業所 所長 今川 浩・倉増 雄二・児玉 樹希・小林 洋輔・佐伯 拓磨・
佐原 貴弘・篠澤 彰・下村 浩一・杉山 順子・杉山 文尚・髙田 大介・高松 信子･高本 ひろ子・田中 一暢・
田中 美和・谷本 尚子・土田 航汰・筒井 秀・津森 隆志・㈱土網商店・徳永 達矢・德増 護・徳本 和弘・
戸田 慎太郎・豊嶋 善幸・中谷 吉陽・中塚 将･中西 義男・中道 康正・中村 謙太郎・中村 敏之・西村 浩司・
西村 忠光（２）・西本 卓矢・久富 政司・日名内 隆行・日比 崇雅・平尾 保弘・平田 智子・平松 裕・廣中 志保・
福間 実桜・藤井 康隆・藤田 丈治・藤原 重美・松田 誠子・松永 将一・松本 弘明・窓原 恵美子・御手洗 和樹・
光本 恵美・三本 悟・宮田 規史・三山 京介・宮本 裕子・椋木 隼人・村田 淳・村田 健吉・森 純治・八城 渡（２）・
安成 俊一・山縣 忍・山縣 哲也・山口銀行 光支店・山崎 絵美・山下 雅士・山近 泰博・山根 杏香・山根 博司・
山根 亮・山本 さおり・山本 雅子・山本 学・湯淺 悠介・㈱ヨコハマタイヤジャパン 山口カンパニー・
吉賀 淳二郎・吉田 明弘・吉田 龍一・吉中 勝・好永 美津代・吉野 光義・吉村 百代・米原 可治・渡辺 
隆志

  県外地区の方々
伊藤 加奈子・碓井 靖子・九州紙運輸㈱・合田 尚義・合田 則子・貞弘 明子・新光プロパン瓦斯㈱ 代表
取締役 村上 章・中村 幸人・㈱ニシムラ・日本紙運輸倉庫㈱・日本資源流通㈱・弘津 拓也・布浦 徹夫・
山田 隆
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垣 賢太・㈱クレサンベール山田友の会・黒川 健甫（２）・黒川病院・江田 信宏・笹本 和行・貞弘 愛子・
作花 聡志・重田 史憲・仕出しのふじま周南店・白井 政行・白木 貴也・鈴木 香織･瀬戸 智絵・大東 英
夫･髙田 涼子・髙橋 トシ子・高松 麗健・瀧口 勝広・竹中 加奈子・田村 世津子･チューケン㈱・辻井 玲子・
寺下 綾・遠石八幡宮・浄土真宗 徳応寺 代表 赤松 泰城・徳田 望方・徳田 雅子・友弘 絵美梨・永木 勇・
長迫 喜三・長野 澄子・中村 将大・中屋 善文・那須 勝一・鍋田 賢･西尾 正嗣・西尾 正尚・西村 信良・
西村 遥香・西村 恭嗣・日本基督教団 周陽教会･日本基督教団 周陽教会 女性の会・日本ｲｴｽ ｷﾘｽﾄ教団 南
陽教会 教会学校・橋本 胡桃・長谷川 和哉・原口 誠二・㈱ビークルーエッセ・廣中 和久・弘中 孝典・
弘中 雅規・福井 真二・㈱福田塗装店 代表取締役 西田 豊・福谷 博・藤井 健司・藤井 謙治・藤井 直弘・
藤井 秀尚・藤井 美知子・藤井 洋二・古谷 彰子・前田 典子・牧野 邦久・三浦運輸㈱・三浦 晴彦（２）・
三浦 靖彦・（学）みぎわ学園 愛光幼稚園 みぎわ会・光弘 篤生・光弘 徳司・宮本 穂花・棟近 涼子・村田 拓也・
森岡 澄夫・森重 順子・森本 隆弘・森山 輝明・安田 美江・山縣 愛子・山口医院 山口 雅英・山口エスエスサー
ビス㈱・山口放送㈱・山口菱油㈱・山﨑 真治・山崎 千絵美・山田グループ七星会事務局・山田石油㈱・
山田石油サービス㈱・山中 健・山村 克彦・吉岡 純一・吉松 久之・吉光 幹治（２）・吉村 佑一・吉本 麻由・
陸門 博子

  県内地区の方々
（医）愛命会 大田病院 藤村 朴・青木 亜希菜・荒井 武・阿武 由希・石丸 亮介・磯野 満陽・伊藤 祥子・
伊藤 孝恵・井森工業㈱・植田 勝義・内田 秀一・内田 宏・内山 佑輔・梅田 昌平・大崎 隆平・大田 智也・
大場 明彦・岡崎 祝・岡崎 準・岡崎 稔・岡村 潤・小川 俊菜・金子 将之・金子 碧来・蒲生 洋樹・河瀬 
真弥･河村醤油㈱ 代表取締役 河村 幸昌・河村 義男・木崎 進一・岸田 瑛子･岸 智香子・北谷 博幸・木
本 房男・久保 みどり・㈱熊谷組 山口営業所 所長 今川 浩・倉増 雄二・児玉 樹希・小林 洋輔・佐伯 拓磨・
佐原 貴弘・篠澤 彰・下村 浩一・杉山 順子・杉山 文尚・髙田 大介・高松 信子･高本 ひろ子・田中 一暢・
田中 美和・谷本 尚子・土田 航汰・筒井 秀・津森 隆志・㈱土網商店・徳永 達矢・德増 護・徳本 和弘・
戸田 慎太郎・豊嶋 善幸・中谷 吉陽・中塚 将･中西 義男・中道 康正・中村 謙太郎・中村 敏之・西村 浩司・
西村 忠光（２）・西本 卓矢・久富 政司・日名内 隆行・日比 崇雅・平尾 保弘・平田 智子・平松 裕・廣中 志保・
福間 実桜・藤井 康隆・藤田 丈治・藤原 重美・松田 誠子・松永 将一・松本 弘明・窓原 恵美子・御手洗 和樹・
光本 恵美・三本 悟・宮田 規史・三山 京介・宮本 裕子・椋木 隼人・村田 淳・村田 健吉・森 純治・八城 渡（２）・
安成 俊一・山縣 忍・山縣 哲也・山口銀行 光支店・山崎 絵美・山下 雅士・山近 泰博・山根 杏香・山根 博司・
山根 亮・山本 さおり・山本 雅子・山本 学・湯淺 悠介・㈱ヨコハマタイヤジャパン 山口カンパニー・
吉賀 淳二郎・吉田 明弘・吉田 龍一・吉中 勝・好永 美津代・吉野 光義・吉村 百代・米原 可治・渡辺 
隆志

  県外地区の方々
伊藤 加奈子・碓井 靖子・九州紙運輸㈱・合田 尚義・合田 則子・貞弘 明子・新光プロパン瓦斯㈱ 代表
取締役 村上 章・中村 幸人・㈱ニシムラ・日本紙運輸倉庫㈱・日本資源流通㈱・弘津 拓也・布浦 徹夫・
山田 隆


