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介 護 事 業 部
ＦＬ横浜
今年も皆様の頑張りと御協力により、FL 横浜を盛り立てて頂き、心より感謝しております。新しいスタッフも増え来年は新たな気持ちで 1 年
間皆様と一緒に頑張って参りますので、今後共どうぞ宜しくお願い致します。

ＦＬ関内
佐藤(順)が FL 関内のチームに加わり 10 ヶ月が経過しようとしております。所長就任後初めての年越しを迎えようとしており、スタッフ始め
皆様からの多大なご支援を頂き感謝申し上げます。寒い日が続きます。風邪等健康に十分留意してお過ごし下さい。

ＦＬ保土ヶ谷
日頃より支援・協力して下さる皆様には大変感謝しております。有難う御座います。風邪等体調管理には十分気を付けこれからもヘルパーの
皆様と一丸となり盛り上げていけたらと思います。引続き御支援を宜しくお願いします。

ＦＬ西
皆様にはいつも良いサービスに於いて FL 西を支えて頂き感謝しております。FL 西は体制を大きく変え、新スタッフに於いてヘルパー皆様と
利用者の方々を援助していく事となりました。これからも応援を宜しくお願い致します。

ＦＬ磯子
日々の活動お疲れ様です。皆様の御協力の下、10 月より定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護をスタートする事が出来ま
した。今後も皆様のお力添え頂きながら、スタッフ一同 FL 磯子の発展を目指し、頑張って参ります。今年も 1 年間有難う御座いました。

ＦＬ港南
気ぜわしい年の暮れ、皆様日々の活動誠に有難うございます。今年は事務所の移転もあり研修のしやすい環境になりました。是非事務所にも
お立ち寄り下さい。今年もスタッフ一同感謝の気持ちで一杯です。来年も皆様が笑顔でいられる年であります様に。

ＦＬ本郷台
皆様の温かい活動で 2014 年が無事に終わることを感謝申し上げます。来年も皆様のご協力の下、よりよい事業所づくりに努めてまいります
ので、ご意見やご相談等私どもにお伝えください。風邪やインフルエンザの季節、予防にも努めてくださいますようお願いいたします。

ＦＬ鶴見
2014 年も残すところあと僅かとなりました。FL 鶴見が無事 1 年営業出来たのは、皆様の多大な支援のお蔭です。大変感謝しております。新
年にはまた元気な姿で皆様とお会いできます事を楽しみにしております。良いお年をお過ごし下さい。

ＦＬ神奈川
11 月に FL 神奈川を新設し、皆様の御協力により無事本年を終えられる事に感謝しております。来年もより良い事業所となる様、私達も一層
の努力をして参りますので、御支援宜しくお願い致します。新年が皆様にとって良い年になります様に。

ＦＬ川崎
寒さが続く中、日々の活動有難うございます。体調等ご自愛下さいませ。さて、FL 川崎は 11 月に新事務所の移転が完了し、1 月開始予定の
夜間対応や介護看護等、準備が進んでいます。皆様のご支援を今後とも宜しくお願い致します。来年も皆様にとって良い 1 年となります様に。

ＦＬ中原
日々のお仕事お疲れ様です。来年より FL 川崎の介護看護、夜間対応型訪問介護の開始にあたり、FL 中原も川崎グループとして連携の体制を
整えています。異動等で人員が変わっていく中、スタッフも頑張っていく所存ですので、皆さんのお力添え宜しくお願い致します。

ＦＬ福祉用具ラボ
早いもので事務所移転から１年が経ち 2014 年も終わろうとしています。吐く息が白く寒さが堪える季節となりましたが、皆様体調を崩さぬ
様ご自愛下さい。良いお年を迎えられます様祈っております。

業 務 部
ＦＬスマートケア川崎
今年も大変お世話になりました。皆さんのご協力で、FLSC 川崎はいつも前進することができます。まだまだ寒い日が続きますが、お体に気を
付けて一緒に進んでいきましょう。良いお年をお迎え下さい。

ＦＬスマートケア川崎北部
開所してあっという間に半年が過ぎ、気が付けば年末です。これまで無事サービスを提供できたのはサポーターの皆様の御支援があったから
と感謝しております。2015 年はさらなる飛躍に向けスタッフ一同頑張って参りますので宜しくお願い致します。

ＦＬ花の里
朝夕冷え込む季節になりましたが皆様日々の活動お疲れ様です。花の里はお陰様で利用者様の人数も増え、より一層賑やかで笑顔の絶えない
毎日を送っています。来年も皆様にとって健康で良い年になります様お祈り致します。

ＦＬなでしこ
今年も残り僅かとなりました。FL なでしこはスタッフ総勢 14 名になり医療と介護を繋ぐ橋渡しの役割を発揮しつつ、チーム一丸となり頑張
っています。
『見る、診る、看る』を大切にしながら地域に信頼されるステーションを目指して参ります。

本 社
寒い中、日々の業務有難う御座います。創立 20 年目の今年は振返ると色々な事があり、
「今後の FL10 年、20 年…の未来」を考える良い年で
あった様に思います。皆様のお蔭で無事に今年も終わりそうです。お世話になりました。有難う御座いました。良いお年をお迎え下さい。

平成 26 年 11 月 1 日横浜市神奈川区神奈川に居宅介護支援事業所を開設
しました。
これにより FL の居宅介護支援事業所は 11 拠点となりました。
FL 神奈川は従業員 2 名体制でスタートし、神奈川区を中心にケアプラン
サービスを行います。
訪問介護事業は準備が整い次第開始する予定です。
訪問介護が始まるまでは 2 人のケアマネジャーでの事業所運営ですが、
『利用者様により良いケアプランを！！』と地域で欠かせない存在にな
る意気込みです。微力の事業所ですが、全社一丸となって『FL 神奈川』
をサポートし、一日も早く一人前の事業所にして行く所存です。より良
い運営と事業の発展の為、皆様の御支援並びに御鞭撻の程、何卒宜しく
お願い致します。
【フルライフ神奈川概要】
所 在 地：横浜市神奈川区神奈川 2-11-18 渡辺ビル 602
(アクセス：JR 東神奈川駅徒歩 10 分)

フルライフ川崎は平成 26 年 11 月 20 日に JR 川崎駅から徒歩 9 分の場所に移転
致しました。
【住所】川崎市幸区幸町 2‑
593 モリファーストビル 3 階 B
フルライフ鶴見は平成 26 年 11 月 22 日に JR 鶴見駅から徒歩 4 分の場所に移転
致しました。
【住所】横浜市鶴見区鶴見中央 4‑
32‑
1 UNEX ビル 901

〜お近くに来られた際は是非、お立ち寄り下さい！〜

寒くなって参りました。気が付けばもう 12 月、皆様には今年も頑張って頂きました。有難う御座いました。今年は FL にとって節目の創立
20 周年に当ります。創立以来続いていた二桁成長はさすがに周りを取り巻く諸事情が厳しくなり途絶えそうですが、今年も実績を見る限り
順調な成績が見込めそうでまずは一安心しています。思えば起業した 20 年前の 1995 年は大変な年でした。阪神淡路大震災、地下鉄サリン
事件等の大災害により多くの方々がお亡くなりになりました。1994 年の政治崩壊が影響し増大する社会不安と円高(1 ドル 79 円)による経済
不況が重なり若者を中心として人々は現実に絶望し将来に不安を抱き始めた年でもありました。
「無党派層」と呼ばれるノンポリ群の誕生も
この年の話題になりました。
「何もこんな難しい時期に起業しなくても…」新会社設立に当り、相談に乗って頂いた全ての方が FL の船出に
は極めて悲観的でした。また、
「ゴールドプラン(1989 年制定)」が想定を上回る急速な高齢化社会に対応できず、
「新ゴールドプラン(1994
年)」が策定され、この頃から国も近未来の社会保障政策について力をいれ始めた事を記憶しています。介護保険制度の導入が 2000 年に実
施される事も民間企業がこの制度の活性化に欠かせないことも繰返し明記されていました。内容を読めば読む程その中身は魅力的なもので
した。
「チャレンジに値する…」
、
「工夫すれば必ず面白い会社を創れる…」この時が FL のスタートになりました。そして 20 年、色々とあり
ました。毎年有能で元気な社員が続々と入社し、様々な難問を次々と解決して行き、会社はものすごいスピードで成長して行きました。
「良
いサービスを…」
、
「心のこもったサービスを…」社員とヘルパーさんの合言葉がやがて会社の「社訓」となり、地域の皆様の FL に対する評
価もどんどん高まって行った事が昨日の事の様に思い出されます。
「成功の裏に人あり」皆様方の FL に対する愛情と努力、頑張りが 20 年
後こんなにも素晴らしい会社に育て上げて下さり今心から感謝御礼申し上げたく思います。地域包括システム新時代の流れに FL は見事に
順応し、まさに地域密着サービスの最先端で活動出来ています。24 時間 365 日サービスを力強く推進出来ています。20 周年記念の今年ふと
昔の事が懐かしくなり初めて過去を振返ってみました。世の中は今後も良い事、悪い事が一杯あるでしょう。FL が今後も順調に成長して行
くとは思えませんが、従業員皆様方の今日までと変わらぬ御支援があればまだまだ面白く、ユニークで力強い会社に育って行くものと期待
されます。どうぞ次の 20 年後に「あの頃は…」と振返って頂ける素晴らしい会社に導いて下さる事をお願いします。少し長くなりました。
今年一年間有難う御座いました。良いお年をお迎え下さい。
代表取締役 植田 昭憲

FL 磯子、FL 川崎
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護を開始！
10 月 1 日に FL 磯子(磯子区)が横浜市より定期巡回・随時対応
型訪問介護看護事業所(連携型)として選定されました。また、
平成 27 年 1 月 1 日に FL 川崎が川崎市より FL 磯子と同じく連
携型で選定される予定です。これにより FL は横浜市４区、
川崎市 2 区体制で本事業を運営することとなります。
今後も地域に密着した 24 時間 365 日安心在宅介護の事業に
参入して参ります。

寒い日々が続きますが風邪等体調を崩されていませんか!?
ｱﾍﾞﾉﾐｸｽが世界から評価を受け、景気が上向きになると政治
家は言っていたのに…ﾓﾉの値段等が上がり負担が増すばか
りの日々。数百億の税金を投じて『ｱﾍﾞﾉﾐｸｽを問う選挙』を
師走に行う意味があったのかと思っている方も多いのでは。
ﾊﾞﾀﾊﾞﾀする年末であっという間に 1 年終わりますが、皆様
の 2014 年はどうでしたか!?今年は消費税 8％、STAP 細胞、
ﾃﾞﾝｸﾞ熱、中国産鶏肉問題、危険ﾄﾞﾗｯｸﾞ等の耳にしたくない
話題が多く記憶されますが、富岡製糸場の世界文化遺産登録
や和紙のﾕﾈｽｺ無形文化遺産決定、青色発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(LED)開
発の日本人 3 氏がﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞等嬉しい事も。ｽﾎﾟｰﾂ界では
羽生選手(ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ)、錦織選手(ﾃﾆｽ)の若い日本男子が世界
で大活躍し、韓流から日流に変わった女性もいたのでは!?
両選手の活躍は指導者に恵まれた事が大きかったと言われ
ていますが、偶然にも 2 人のｺｰﾁが選手に対して日頃言って
いたのは『自分を信じろ』という言葉。この言葉が重要で
あったとｺﾒﾝﾄした選手も。言葉は時に人を勇気づけ、成長さ
せ、強くする。人に力を与える魔法の言葉を 1 つは持って
いたいですね。皆様にとっての魔法の言葉は!?良いお年を!!

