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毎年恒例となりましたが、永年勤続の方々が表彰されました。
今回の対象者は勤続 15 年、10 年の方々合わせて 44 名いらっしゃいます。
今後もリボーンのために尽力して頂けますようよろしくお願いします！ （表示順不同です）

木藤 文江
介護事業課
訪問入浴スタッフとして入社し、沢山の事を学ばせていただきました。凄く大変でしたが、とっても楽しく業務を行い
気づいて見れば 15 年。長いようで短い年月でした。これからも元気いっぱいに、笑顔を絶やさず仕事を行っていきます。
横田 喜代美
本社訪問介護
資格取得後初めての会社。やれるかな？貴方がやらないで誰がやるの？家族だと思えば良いんだよ、と良き仲間に支
えられ奥の深い仕事について 15 年間、あっという間でした。これからもやさしい手で利用者様をささえ、信頼され
る様頑張り続けて行きたいと思っています。
岡庭 弘武
ショートステイだいにち
入社当初は妙高ステーションにて訪問入浴から始まりました。まだ初心者マークがついた状態での運転でした。仕事
を辞めたいと思ったこともありました。家族の支えや職場の先輩の話を受け 15 年間やってくることができました。
訪問入浴・ショートステイ・デイサービス・小規模多機能といろいろ経験させていただきましたが、総合福祉でやっ
ているリボーンだからこそできることだと思っています。
利用者様、ご家族様に安心して満足していただける介護を提供させていただくように頑張っていきたいと思います。
小川 比久実
スローライフもんぜん
15 年続けられたのは、家族・会社の仲間の協力や支えがあったからです。感謝の気持ちを忘れず、
これからも頑張っていきたいと思います。
山﨑 貞子
スローライフもんぜん
福祉の資格をとり、初めてリボーンに勤めて 15 年たちました。あっという間の 15 年でした。
一緒に働いたヘルパーさんに助けて頂きました。2 月から職場は変わりますが、ガンバッテ行きます。

尾崎 厚子
デイサービスやまと
皆さんに支えられて頑張れました。心から感謝しています。

長縄 みのり
グループホームいしづか
入社して訪問入浴、訪問介護、デイサービス、小規模多機能、そして今はグループホームと色々な部署を経験させて頂き
大変勉強になりました。これからも、足腰の痛さに負けないように頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
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渡辺 美奈子
糸魚川訪問介護
リボーンに入社し 15 年、訪問介護に所属させていただいております。この 15 年を振り返ってみますと、ただ自分に
与えられた仕事を必死にやってきたという思いです。その中でたくさんの方と出会い、沢山の事を学び、働ける喜び
をかみしめています。数々の失敗もありましたが、皆様に助けられた感謝の気持ちを忘れず、これからも一層の努力
をし、
「豊かな心と優しい笑顔」で精一杯頑張りたいと思いますので宜しくお願い致します。
池亀 祐子
糸魚川訪問介護
入社から訪問介護をさせて頂き今回 15 年とのこと。表彰していただいて、恥ずかしくも嬉しく、感謝の気持ちです。
訪問先では一人での仕事で、利用者様のニーズにお応えできるように、努力していく事を自分自身の目標としてきま
した。これから後何年できるかわかりませんが、皆様のお力添えをお借りしながら頑張って行きたいと考えています。
ありがとうございました。

高橋 絵理
経理課
周りの方に恵まれてやってこれた 10 年だと思っています。
感謝の気持ちを忘れずにこれからも頑張っていきたいと思います。

杉田 恵里子
人事課
10 年あっというまでしたが、皆さんに支えられてここまでこれました。恩返しの気持ちで皆さんが快適に仕事が出
来るようサポートしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします！

折笠 英治
人事課
新潟に帰ってきて 40 の車椅子が就職なんか出来るのか？と思っていたところをあっさりと拾っていただき早 10 年。
やれることをやってきただけですが、ここまで続けられたのも周りの方々のおかげと感謝しています。
ありがとうございました。
丸山 佳子
本社訪問介護
「和」
相手に合わせるんじゃない。お互いに個性をぴかぴかに磨いて輝くこと。そしてお互いの輝く個性を認めること。
（母が入院した時、病院内で見つけた色紙の言葉です。
）
新保 美恵子
本社訪問介護
10 年過ぎるのがあっという間でした。利用者様の笑顔に励まされ、良い仲間に恵まれたおかげです。
ありがとうございます。これからも宜しくお願い致します。

三上 つや子
本社訪問介護
”アッ”という間の十年だった気がします。皆様にやさしくして頂いた事、健康であった事、働く場を与えて頂けた
事が今月まで続けられた事になったと感じて感謝しております。1 日 1 日愛を持って仕事に努めたいと思います。
植木 秀樹
ショートステイだいにち
今回永年勤続の対象に甚だ驚いています。私には 1 年毎に今年も頑張られるかと思う気持ちがあったのが正直な気持
ちです。こんな私が永年勤続ができたことは社長専務はじめ上司そして周りの同僚の方々のおかげだと感謝しており
ます。こんな私がリボーンに関わりができたのはデイサービスやまとのシルバーの派遣からでした。最初何時まで続
くかと思いましたが、亡くなった母の想いを僅かながらでも介護のお手伝いが出来ればと思い今日まで来ました。
介護の資格が生かせればなお良いのですが、生涯現役で懸命に生きていきたいと思います。
渡辺 千書
グループホームだいにち
振り返ってみれば、常に私の周りには一緒に力を合わせて頑張ってくれた、頼もしい仲間の存在がありました。様々
な経験は、本当に充実した月日だったように思います。今、十年の節目を迎え、また新たなスタートを切ります。
これからの新しい出会いに期待し、一歩一歩前に進んでいきたいと思います。

石田 幸子
スローライフもんぜん
周りの方に支えて頂き 10 年勤める事ができました。感謝の気持ちを忘れず、頑張りたいと思います。

井上 茂
スローライフもんぜん
宿直員として何事もなく今日迄来られた事を大変うれしく思っております。
永きに渡り雇用して頂き深く感謝申し上げます。今後供宜しくお願い致します。
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杉田 登根
スローライフもんぜん
無我夢中で走ってきた 10 年でした。失敗した事あり、利用者様からほめてもらった事あり、ステキなスタッフに会
えた 10 年でもありました。長いようで短い時間を過ごしたと思います。

竹内 佳代子
スローライフもんぜん
10 年間あっという間でした。初心に戻り入居者様の為にさらに頑張っていきたいです。
これからもよろしくお願いします。
金井 寿恵 ショートステイやまと
この度は永年勤続にて表彰いただき有り難うございます。この 10 年を振り返り初めての介護の仕事に自分の力不足
を痛感し戸惑い悩んだこと、利用者様の「ありがとう」の一言が心から嬉しかった事等思い出されます。
まわりの方々に助けられ何とか 10 年勤める事が出来ました。今後も気持ちを引き締め頑張りたいと思います。
宜しくお願い致します。
松原 喜久江
デイサービスやまと
これからも精一杯、がんばりますので、宜しくお願い致します。

浅野 真美
デイサービスやまと
これからも頑張りたいと思います。皆様宜しくお願い致します。

谷川 礼子
スローライフごち
多くの方に助けて頂き、何とかやってこられた 10 年でした。
これからも皆様に感謝しながら、頑張っていきたいと思います。よろしくお願い致します。

小林 美知子
スローライフごち
あっという間でした。辛い時や楽しい時あり、素晴らしい仲間との出会いで沢山教えて頂き、助けて頂いたり、
励まして頂いたりしながら勤めさせて頂きました。上司にも恵まれたなあ~と、ありがとうございました。

伊川 謙一
ショートステイかきざき
早いもので 10 年経ちました。
これは現場をはじめ、社内の皆様、そして良き利用者様達に恵まれたおかげです。
これからも、共に仕事と人生を積み重ねていければと思います。
吉澤 清
妙高居宅介護支援
平成 19 年 9 月に福祉営業部の営業職として入社しました。当時は本社が藤巻（現在のまちトレ上越）のビルでした。
向かいのプレハブ倉庫内にレンタル品や紙おむつの在庫があり、冬の作業が結構寒くて大変だったのを思い出します。
藤巻の交差点を中心に周囲は随分と変わってしまいましたが脇を通るたびに当時が懐かしくなります。
大島 眞理
デイサービスくりはら
未経験で入社し、不安の毎日の中、勉強の連続でした。介護は奥深く、難しい仕事であると共に、やりがいのある仕事
だと思います。これからも、利用者様がこれまで歩んで来た人生を考えつつ、一緒に向き合って行きたいと思います。

竹内 聡子
ファミリアいしづか
この 10 年で、色々な事を学ぶことが出来ました。
これからも、学んだことを生かしながら仕事を楽しんでいきたいです。
小林 裕子
ショートステイおしあげ
勤めさせて頂いてから 10 年を迎える事が出来本当にありがたく思っています。楽しく仕事させて頂けるのも、
温かい笑顔で接して下さる利用者の皆様と、いろんな面で助けてくれる職員一人ひとりのおかげだと思っています。
本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願い致します。
伊藤 吉彦
ショートステイおしあげ
皆さんに迷惑かけてばかりの 10 年でした。周りの方々に色々助けられなんとかここまで来ました。
これからもがんばりますのでよろしくお願い致します。
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武田 智子
デイサービスおしあげ
いろんな事を経験できあっという間の１０年でした。周りの方の支えがあり 10 年勤められたと感謝しています。
今年は節目の年でありますが、今後も少しでも良い介護ができるようにしたいと思います。

白山 真由美
デイサービスおしあげ
利用者様の励まし、笑顔、家族の協力。リボーンの職員さんの支えがあり、なんとか 10 年勤続する事ができました。
今後も職員さんと相談したり、楽しむ気持ちを忘れないように仕事に励みたいと思います。
田村 睦美
デイサービスおしあげ
10 年間働かせて頂いた事に感謝いたします。
これからも利用者様のお役に立てるよう日々業務に取り組ませて頂きたいと思います。

秋山 直美
ファミリアてらまち
リボーンに入社してあっという間の 10 年でした。まわりの方たちに助けていただきながらここまで勤めることがで
きました。これからも一層健康に気を付けて精一杯勤めますので宜しくお願いします。
水嶌 公子
グループホームてらまち
この 10 年は早かったと感じます。仕事仲間の皆に助けてもらいました。苦しい事もありましたが、それ以上に楽し
い気持ちで働くことがたくさんあり、思い出に残っています。利用者様の笑顔に後押しして頂きながら、近頃は一段
とやる気が出ています。
竹内 初美
グループホームてらまち
勤続 10 年ありがとうございます。この仕事を 10 年続けて来られたのは、家族の協力と職場の仲間に恵まれて仕事が
出来たからだと思います。皆に感謝します。これからも謙虚な気持ちとお互い様の心を持って、利用者様の笑顔が見
られるような介護を目標に努力していきたいと思いますので、宜しくお願いします。

竹内 靖子
ファミリーヘルプ保育園
門前にこにこ保育園が開園と同時にスタートし、あっという間の 10 年が過ぎました。毎日元気で働けるのも元気な
子ども達のパワーをもらっているからだなーと思っております。これからも楽しく仕事ができる様に頑張ります。

羽鳥 千恵
門前にこにこ保育園
創立当初から門前にこにこ保育園でお世話になり、あっという間に 10 年という歳月が流れてしまいました。
毎年、色々な保育を取り入れる事で、21 世紀に生きる子ども達を目標に、自分自身も精進して行くようがんばります。
ありがとうございました。
保坂 悦子
門前にこにこ保育園
たくさんの方に支えて頂き 10 年を迎えられたこと、感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも子ども達の笑顔や元気を活力とし、堅実な勤務でさらに精進していきたいと思います。
今後もよろしくお願いいたします。
太田 直美
門前にこにこ保育園
創立当初からお世話になり、沢山の子ども達そして保護者の方との出逢いと別れがあり、とても充実した 10 年間で
した。未来に羽ばたく子ども達の為に、これからも笑顔を絶やさず健康に気を付け頑張って行きたいと思います。
有り難うございました。
斉藤 明美
門前にこにこ保育園
この度、永年勤続にて表彰して頂き誠にありがとうございます。この表彰は、私にとって大変光栄であるだけでなく、
この 10 年を振り返る良い機会となりました。早いもので門前にこにこ保育園の初代卒園児も、もう高校生。当時の
その時々を振り返ると、ここまでやってこられたのも社長さんはじめ上司の方々、皆々様のご指導があってからこそ
と心より感謝しております。これからも会社繁栄の為、微力ながら一層気持ちを引き締め頑張りたいと思いますので、
ご指導とご鞭撻を今後共宜しくお願い致します。
山田 智恵
門前にこにこ保育園
平成 19 年 4 月から門前にこにこ保育園でお世話になり、開園当初より少しずつ規模が大きくなっていく中で様々な経
験をすることができました。今後もその経験を活かし、より良い保育をしていけるよう努力していきたいと思います。

