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　新年明けましておめでとうございます。地域の皆様と共に歩んで

きた高寿会も今年

人制度改革により様々な角度から社会福祉法人の存在意義が問われ

た年でありました。今後も皆様に安心して高

又、地域に貢献できる高寿会をめざし、役職

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
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うございます。地域の皆様と共に歩んでうございます。地域の皆様と共にう新年明けましておめでとましておめで 。地域の皆様と共域の皆様と共新年明けま新年明けま まま明明 んんおお 地域の皆様と共に歩ん地域の皆様と共に歩んでで ででてて ととととおお ざいます。地域の皆様と共にざいます。地域の皆様と共にまま まま 地地けけ います。地域の皆様と共に歩んいます。地域の皆様と共に歩んしし ございます。地域の皆様と共ございます。地域の皆様と共しし 域の皆様と共に域の皆様と共に年年新 域お うございます 地うございます 地す 地域の皆様と共に歩す 地域の皆様と共に歩歩歩めめ 域の皆様と共に歩域の皆様と共に歩地域域の皆域の皆ま ま明明 地地め 皆様と共皆様と共のの明けましておめ明けましておめ います 地域の皆様と共に歩います 地域の皆様と共年明けましておめ年明けましておめ新新 ざいます 地域ざ新年明新 まままま 皆様と共に歩共年 地域地域明けましておめでとと ととけ新新 皆皆様と共に歩様と共に歩域域地地新新年年 皆皆明けけ うう新新 明 様とととと います 地域の皆様と共います 地域の皆様と共 ででめめ 歩歩めめ新 ででておめでておめで 皆様けけ すすざいます 地域の皆様ざいます 地域の皆様けけ ます 地域の皆様ます 地域の皆様ましておめましておめ新年新 す 地域の皆様と共す 地域の皆様と共けましておめでけましておめで でで明 ござ ます 地域の皆様と共にござ ます 地域の皆様と共に んん域域明明 ででておめでておめで明 と共に歩と共に歩とと 歩歩めめ まままま ざ ます 地域の皆様ざ ます 地域の皆様明明 皆皆新 ざざ年年新新 地地ます 地域 皆様と共に歩歩うう 域域年年 皆様皆おお 様様新年明けましておめでとうございます。地域の皆様と共に歩んしておめでとうございます。地域の皆様と共に歩んで
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