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Thank you for your message 

在金粉 法人乙乙ろの家族創立 30周年お祝い申し上げます。木浦から創められた福祉事業創

立者の員心が天に通じ、日韓両国多方面での交流及びご活躍は素晴らしく、願わくは

予理事長のご健勝と会のますますのご発展を祈念いたします。

池田利昭 ところの家族創立30周年、誠におめでとうございます。堺を起点に大阪・神戸・京都・

東京と共生社会の実現を目指して道標を築き続けてこられた田内理事長ど夫妻の社会

福祉に対する熱意と行動力に敬意を表します。次なるステップに向けて更なるご活躍

を期待いたします。

河幹夫 30年閣の堅実な歩みに心から敬意を表します。今後ともよろしくお願いいたします。

朝陽高吉 南北韓国朝鮮を巡りアジアと日本、又アメリカ、ロシアの覇権戦略が熱く成っていま

す。歴史的、地理的見地より多くを学びたく存じます。

辻寛 私は平成 15年 10月 15日、韓国全羅道木浦市の小高い丘の上の木浦共生園を訪れま

した。韓国共生福祉財団創立 75周年記念式典、弄致浩先生、芦鶴子女史顕彰碑除幕

式に参列させて頂いた。私はここで「福祉の源流」に触れることができました。その

精神を引き継ぐ「こころの家族」が創立 30周年を迎えることが出来たこと、心より

お祝い申し上げます。オンリーワンのサービスの提供老めざしご精励いただいている

職員の皆様に深く感謝し、ますますの発展を祈念いたします。

橋本正明 常に挑戦をされる予基理事長の思いのこもったお仕事に敬意を表します。 30年の歩

み「夢と信念と行動J30年の歴史を日韓の虹の架け橋にしていく事が後に続く者の

役目だと思います。

野田英二・邦子 この度は誠におめでとうございます。

韓国祐 初心忘れずに頑張ってください。応援しております。

金有作 創立 30周年おめでとうございます。

山岸了 社会福祉法人こころの家族が創立 30周年を迎えられたこと、心よりお祝い申しあげ

ます。そして、平成 28年に「故郷の家・東京」を江東区に開設して以来、利用者へ

の支援はもとより、地域住民との交流を活発に行っておられます。今後、貴会のより

一層のご活躍と益々のご繁栄を祈念申し上げます。

小西禎一 社会福祉法人ととろの家族創立 30周年記念行事のご案内、大変うれしく受け取りま

した。あいにく先約があり出席できませんが、私ども社会福祉協議会の建物の小さな

一室からスタートされた当時を懐かしく思い出しています。今日の良き日のこの記念

行事が成功されますよう、文社会福祉法人乙乙ろの家族の一層のご発展と会場にお集

まり皆様の益々のご活躍とご健勝老祈念いたします。法人創立 30周年誠におめでと

うございます。
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創立 30周年、誠におめでとうございます。長きにわたり日韓の福祉と文化の架け橋

となりご尽力いただいておりますととに敬意を表しますとともに、理事長様はじめ職

員皆様のご健勝と、今後ますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

ところの家族創立 30周年、誠におめでとうございます。在日コリアン高齢者福祉の

先駆的な役割を担われ、日本と韓国の文化、福祉の架け橋として歩まれた 30年に敬

意を表します。

日韓共に超高齢化社会を迎える中で、こころの家族様の役割は今後ますます重要に

なってくると思います。さらなるご躍進をお祈り致します。

先約があり、出席できないのが残念です。

ご招待を頂きありがとうございます。此の度乙乙ろの家族創立 30周年を迎えられ、

おめでとうございます。お慶びを申し上げます。誠に残念ですが、 9/26より海外出

張の予定が入っておりますので参加することが出来ません。お許の程をお願い申し上

げ当日のご盛会と貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

私の家族が、故郷の家でお世話になっております。ご厚情に感謝しております。あり

がとうございます。

ところの家族創立以来 30周年まととにおめでとうございます。今後も日本韓国の福

祉文化に貢献するとと願ってやみません。

乙の度は、貴法人創立 30周年を迎えられたとの事、心からお祝い申し上げます。堅

実な発展を遂げられた貴法人の実績と皆様のど努力に敬意を表すと共に、貴法人の一

層のご繁栄を心より祈念申し上げます。

ご盛会をお祈り申し上げます!! 

神様の祝福の内に 30周年老お迎えになられた「ととろの家族」創立記念、誠におめ

でとうございます。国境、人種、文化、伝統を大事にしつつ「一つの家族」として共

に存在された先達囲内千鶴子先生の筆舌に尽し難い精神が今に継承されているととに

心からの賛辞を申し上げます。

弄基理事長をはじめ法人に関わりをお持ちの方々の理論と実践、何より神様と人に仕

える軸足が今後とも揺るぎなく発揮されますこと老お祈り申し上げます。

創立 30周年おめでとうございます。韓国と日本の福祉の架け橋に尽力されてきたこ

とに敬意を表します。閏境という民衆を隔てる柵はあっても暮らしや文化で人々は繋

がるととが出来ます。ととろの家族のますますの発展を祈念して、歌を詠みます。

三十の年輪重ね新しく 故郷の家の未来をのぞむ

わが故郷ムクゲを見ると 固に浮かぶ子らの笑顔がオモニに届け

いつまでも コリアをつなぐ友の顔キムチの味を今も忘れず

記念シンポジウムのご成功をお祈りします。
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菅原文太さんとの縁ですが、創立 30周年おめでとうございます。末長い発展と人閣

の鎖の繋がりを国老超えて創って下さい。

ととろの家族創立 30周年おめでとうございます。在日コリアンのお年寄りのために

キムチの食べられるホームを浄財を集めて日本で初めて堺の地に設立されました。

それから神戸、京都、東京すばらしいホームを設立し、乙の 30年のど活躍、社会貢

献に目老見聞かされる思いです。これからも、お身体、お心も大切に福祉の道老先導

してください。

おめでとうございます。多難な時期も全能の神の助けと多くの方々の愛の支援により

30年も守り祝福されてとられた事、心よりお祝いを申し上げます。とれからは、更

に前進、与えられたヴィジョンの実現が成されて参りますよう、心より祈念申し上げ

ます。

法人設立 30周年おめでとうございます。理事長様を先頭に国境民族を越えて共に生

きる社会をつくることを目指された貴法人のご活躍、ご発展には、本当に頭が下がる

思いでございます。

益々のご活躍、ご発展を心から祈念させていただきます。

社会福祉法人ところの家族の創立30周年老、心よりお祝い申し上げます。

ところの家族がめざしてきたものは、韓国と日本両国における共生社会の実現、そし

て韓国と日本の人々の心のともった交読に他なりません。それは堺市をはじめ大阪、

神戸、京都、東京の 5か所で運営されている故郷の家、そして韓国・木浦での共生圃

を通して、広く知られています。今では当たり前のとうした課題を早くから社会に訴

え、長きにわたって地道に実践されてこられたことは、在日同胞社会全体の誇りでも

あります。芦基理事長をはじめとする役員の皆様に敬意を表しつつ、今後益々のご活

躍を祈念いたします。

こころの家族 30周年おめでとうございます。私もかつて共生園を訪ね、深い感動を

覚えました。予致浩・田内千鶴子ご両親の遺訓を見事に活かされている事にあらため

て敬意老表します。

社会福祉法人ととろの家族、創立 30周年心よりお慶び申し上げます。おめでとうご

ざいます。

貴法人が長きに渡って日本と韓国の懸け橋となるべく、活動されてきた数々の業績に

対して、深く畏敬の念を抱いております。今後とも益々ご活躍されますこと老心から

願っております。

創立 30周年、お慶び申し上げます。記念シンポジウムの開催、ありがとうございます。

今後の貴法人の発展をお祈りいたします。

社会福祉法人ととろの家族創立 30周年記念式典ならびにシンポジウムの御盛会を心

からお慶び申し上げます。創立以来、子供や高齢者、障害者の「こころの家族」となり、

国境・民族・文化を越えて共に生きる心豊かな社会の構築にど尽力してこられました

ことに深く敬意を表しますとともに、誰もが安心して健やかに暮らすことのできる地

域社会の実現に向けて、今後ますますご活躍されますことを祈念いたします。
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ととろの家族30周年記念お慶び申し上げます。

ところの家族、苦菅 30手己奇ぎト智斗斗(創立30周年おめでとうございます)

こころの家族 30周年記念お慶び申し上げます。私達在日にとって、故郷の家はなく

てはならない大事な施設であります。私は故郷の家・京都の近所にいますのでよくい

きます。ハラボジ、ハルモニの笑顔が素敵です。皆さん楽しく過ごしておられました。

こころの家族全国 5か所と聞いております。安理事長に改めて深く敬意を表します。

全羅道 1000年、日韓文化をつなぐ記念シンポジウムを開催されます事心よりお慶び

申し上げます。

故郷の家劃立 30周年まととにおめでとうございます。容易に 30周年と申しますが、

予理事長ど夫妻、文各関係者の方々の並々ならぬご苦労が偲ばれます。乙の日本の地

において生きる私達在日、特に日韓の歴史を生き抜いてとられた 1、2世の方々の安

らぎの館は、全国に 5か所。堺、大阪、神戸、京都、東京に設立され、“故郷の家"

として大きく花聞きました。今、韓国、日本の老人の方々が、地域に根ざした“友好善隣"

の共生の精神に育まれ楽しく生活をしております。これからのホームの在り方として

誰からも愛され、信頼される故郷の家でありたいと思います。誰もが成し得なかった

との事業は、愛の大事業と申しましょうか。口では言い尽くすことの出来ないご苦労

とご努力に対して尊敬の念と感謝の言葉を送ります。

もう一度おめでとうございます。そして、ありがとうございます。

30周年おめでとうございます。故郷の家で勤務させていただいていますが、いつも

お世話になり感謝しています。ますますの御発展をお祈り申し上げています。

本年創立30周年老迎えられ、誠におめでとうございます。心からお祝い申し上げます。

この度のことろの家族 30周年記念シンポジウムにお招き下さり、有難く喜んで出席

させていただきます。

貴方様の普咳に接しましたのは平成 15年5月に民生委員として介護相談委員になり、

貴故郷の家老担当させていただいた時です。半年の勉強期間でしたが、貴方様のご人

徳、ご見識に職員、利用者の方も感化され、日本人が失いつつある先祖・親子・兄弟

を尊ぶ心が脈々と続いているととに深い感銘を受けました。

結びとなりましたが、貴法人のますますのご発展と貴方様のど健康、ど多幸をお祈り

申し上げ、ご挨拶といたします。

招待いただきましてありがとうございます。大きな目で見れば小さな交涜かも分かり

ませんが、この様な事から平和につながっていくのだと思います。

ご盛会をお祈りいたします。

ところの家族30周年記念、お慶び申し上げます。
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Thank you for your message 

ところの家族創立 30周年おめでとうございます。私もそちら様とど縁を頂いて 20

年近くになりました。その聞いろいろと勉強させていただきましたとと有難く感謝申

し上げます。ところの家族の益々のご発展とご繁栄をお祈り申し上げます。

30周年おめでとうございます。生野区でいつもお世話になっております。懸け橋と

してのつなぐ役割大きくなっています。益々のご活躍を祈念いたします。

『こころの家族』創立30周年、誠に喜ばしく謹んでお祝い申し上げます。貴会はど創

立以来、キムチと梅干のある老人ホーム「故郷の家」を開設し、国境を超える隣人愛

を実践されながら、今日の隆盛を築かれましたことに深く敬意を表します。とれはひ

とえに予基理事長をはじめ社員の皆様方の日々のご研績の賜物と拝察いたしておりま

す。

以前、予理事長と一緒に入居者をお訪ねした時の事です。ドアを開けた途端に理事長

にすがりっき感謝で涙を流すご婦人を優しく撫でるお姿に強く胸を打たれた覚えがあ

ります。その慈愛精神乙そ福祉業界の模範とすべきと感服させられました。今後とも、

さらに一層のご発展ど躍進をなさるよう心よりお祈り申し上げますと共に奉仕の精神

と博愛精神による日韓両国の陽だまりとなってくださるようお祈り致します。

この度、社会福祉法人こころの家族が創立 30周年を迎えられましたこと、心よりお

慶び申し上げます。

堺市をはじめ全国 5か所で「故郷の家」の施設事業を展開されているだけでもご苦労

ですのに、長年にわたり日本と韓国の福祉、文化の懸け橋として貴重な実績を積み重

ねてこられました乙とに深い敬意を表します。思い返せば、 2015年 10月、第 13回

日韓ととろのシンポジウムにお招きいただき、韓国の学生、社会福祉研究者等を前に、

京都府与謝野町での福祉と地域と行政が連携し、少子高齢化の地域再生への取組みを

報告させていただきました。その際の夕食交読会の場で芦理事長様より、次年度の日

韓こころの交涜プログラムで与謝野町を訪問しようと声を掛けていただきました。

早速、 2016年 11月の第 14回日韓ところの交涜プログラムで、セミナー参加者 10

名と関係者4名が、京都市内から 2時間以上も離れた与謝野町を訪問されました。リ

フレかやの里に宿泊され、リフレの農産加工と地域共生型福祉施設やすらの里を見学

して頂き、日本三景の一つ天橋立も観光されました。

私共は、ささやかではありますが日本と韓国の交流を通してお互いの国は違っても、

地方における少子高齢化、過疎化をはじめ抱えている課題の共通性が多く、福祉実践

の交流を通してお互いに学ぶことが如何に大きいかを認識することが出来ました。

貴会の当福祉会と私に対するご厚情に感謝を申し上げますと共に、貴会の今後益々の

ご発展と罪理事長様はじめ役職員皆様方のご健勝老心より祈念します。

30周年おめでとうございます。いつもありがとうございます。フロアーの嘘のない

世界に心がどれ程安らいでいる事でしょう生命力と癒しを頂いております。これから

も微力ではありますが、携わっていければと思っております。本日はおめでとうござ

います。お招きありがとうございます。



Thank you for your message

梅田達夫

鄭定一

戎谷悦子

梶本徳彦

吉村洋文

杉本庄吉

杉本篤史

岩田敏郎

河相泰

山口昌行

玉田一夫

堀井伸一郎

社会福祉法人ところの家族創立 30周年にあたり一言お祝い申し上げます。幾多の困

難をのりとえられて、法人設立の翌年大阪は堺の地に在日韓国人と日本のお年寄りの

掛け替えのない老人ホーム故郷の家を開設され、現在東京の施設を含め 5か所を運営

され常に社会に奉仕される中でもやはり、堺の施設の心労の，思い出が一番ではなかっ

たかなと・・・。今後、益々の発展には理事長老始めど家族皆様の健康を、健康でさ

えあれば何でも出来るが如くです。お祈り致します。

30周年おめでとうございます。

創立30周年誠におめでとうございます。益々高齢化が進む中で、在日コリアンの方、

地域の高齢者の皆様の温かい暮らしの場として頑張って頂けます様願っています。今

後の御発展を心より祈っています。

創立 30周年を迎えられましたことを心からお慶び申し上げます。乙の閣の芦基理事

長の精力的な活動によって、日韓のかけはしが強くなったことに敬服しております。

乙の佳節をステップに、更に事業が発展されることを期待しております。

ご盛会をお祈り申し上げます。

創立 30周年まととにおめでとうございます。今後の益々のご発展を心よりお祈り申

し上げます。

社会福祉法人こころの家族創立 30周年まことにおめでとうございます。平成元年に

堺市内に「故郷の家」を開設され、その後、大阪、神戸、京都、東京都全国に特別養

護老人ホーム等を設置され、それぞれの地域で在日コリアンの方々、地域の方々との

懸け橋となってこられました。今後も貴法人の諸活動が着実に実在結ぼれます事を心

よりお祈り申し上げます。手基理事長様のご健勝と社会福祉法人こころの家族の益々

のご発展を祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。

ところの家族創立 30周年、この間色々な難しい問題も沢山あったでしょうが、予基

理事長老始め、スタッフ皆様のひとかたならぬ努力の賜物と感服し、たしております。

益々すぼらしい施設運営されますこと祈念いたしております。この度は誠におめでと

うございます。

30周年記念おめでとうございます。こころの家族様にはさらなるご発展をお祈り致

します。

文化交流の為、尽力されているとと、尊敬しています。

創立 30周年、誠におめでとうございます。皆様の弛まぬど努力により、ゆるぎない

ご盛業にあられますことは、喜ばしい限りと存じます。今後、ますますのど躍進を心

よりお祈り致します。

7 



Thank you for your message

石川逸子

北浦節子

久次米健市

山田明子

渡辺ひろみ

大久保正彦

石古香

多田出加代子

玉清一

阪口淑子
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30周年お祝い申し上げます。益々のご発展を祈りつつ・

此度 30周年をお迎えになられますとのとと誠におめでとうございます。又、全羅道

1000年韓国と日本をつなぐシンポジウム、大変喜ばしい事と思います。ここ迄の道

程とても大変だったとは思いますが、皆様の努力の賜物と存じます。本当におめでと

うございます。当日大変楽しみにさせて頂きます。よろしくお願い致します。

今後も日韓のつながりに深くかかわって頂くことを期待いたします。

創立 30周年おめでとうございます。理事長ご夫妻様が故郷の家を開設され今日に至

る迄計り知れない多くの困難を乗り越え目標を達成され、在日の福祉を必要とされる

人々の希望に合った生活を送る事が出来、どれ程嬉しいことかと存じます。理事長ご

夫妻様にど尊敬申し上げます。ご招待頂きありがとうございます。

ところの家族創立 30周年、誠におめでとうございます。ますますの日韓交読が深ま

ることを心から願っております。

社会福祉法人ととろの家族、創立 30周年誠におめでとうございます。日韓共生施設

の草分けとして在日コリアンのお年寄りの方々にとっての「ところのふるさと」であ

る故郷の家老通して、多くの身寄りのない方々の福祉の向上に貢献してとられた、多

大なるご功績に対し、心より深く敬意を表します。

次の 30年に向けて法人スタッフお一人お一人のお働きの上に主の恵みと祝福が豊か

に注がれますようにお祈り申し上げます。

30周年おめでとうございます。理事長と初めてお会いしたのが、平成 10年。早いも

ので、 20年経ちました。今後もお体に気をつけて頑張ってください。

創立 30周年おめでとうございます。不思議など縁によって、キムチと梅干のある故

郷の家・京都でボランティア活動させていただきましたとと、神様に心から感謝して

おります。これからも「故郷の家」に主の恵みと平安が豊かにありますようお祈りし

ています。

「石の上にも 3年」といわれております。その 10倍の 30年間、「キムチと梅干」をセッ

トに、堺から大阪、神戸、京都、そして東京へと日韓の福祉と文化の架け橋に貢献し

てこられたことを高く評価し深い敬意の念を表します。またこのたび 30年を記念し

「全羅道 1000年日韓をつなぐ」テーマでシンポジウムを開催されること、これから

1000年先をつなぐ「紳」まで考えての取り組みにあらためて韓半島と日本列島の強

い古を偲び、歴史的に深い意義のあるシンポジウムになると信じる次第であります。

本日のシンポジウムを契機に、 1000年にとどまらず 2000年以後末永く「幹」が続

くととを祈願しメッセージといたします。

創立 30周年を迎えられ心よりお祝い申し上げます。長きにわたり韓国と日本の橋渡

しに尽力され、また私たち民生委員や地域の人々の福祉にお力添えいただき感謝して

おります。今後ともよろしくお願い致します。



Thank you for your message

鄭貴美

松藤聖一

奥村三郎

大和三重

土井康晴

徐東湖

朱哲完

阪本麻樹

永山成大

加藤久雄

篠崎直人

高林寅結樹

ととろの家族創立30周年、心よりお慶び申し上げます。私たち法人の出発は正に「と

とろの家族故郷の家」の存在でした。存在そのものが「勇気」でした。東大阪に小

さな故郷の家を目指していつも予基理事長の設立時の想いを胸に刻みながらまた一歩

前ヘ歩み続けています。その「勇気」をいただけたととに感謝いたします。創立30周年、

本当におめでとうどざいます。

こころの家族創立 30周年おめでとうございます。シンポジウムの盛会とこころの家

族の益々のご発展をお祈りいたします。

理事長予基様。こころの家族故郷の家 30周年おめでとうございます。「全羅道 1000

年日韓をつなぐ」会万歳!いろいろとお世話になっておりまして感謝いたしておりま

す。ありがとうございます。

ところの家族創立 30周年おめでとうございます。神戸の施設ができて間もない頃、

関西学院大学に韓国から留学生として学んでいた学生がアルバイトをさせて頂き、堺

の施設で社会福祉の実習をさせて頂いたことを思い出します。日本と韓国の福祉、文

化の架け橋となり活動を続けてこられたことに敬意を表します。当日は大学の行事が

あり出席できませんが、ご盛会をお祈りいたします。

30周年おめでとうございます。この聞いろいろご教示いただき感謝申し上げます。

法人の益々のご発展と今催しの盛会を祈っています。当シンポジウムでの新たな指針

を期待しています。

乙の度は貴法人創立 30周年老迎えられたとのこと、心からお祝い申し上げます。日

韓の架け橋となり、輝かしいご発展を遂げられた皆様の情熱に敬意を表し、さらなる

飛躍をお祈りいたします。

創立 30周年記念式の開催を心よりお慶び申し上げます。こころの家族様の今後ます

ますのご発展を祈念申し上げます。

との度は創立 30周年老迎えられたとと心よりお祝い申し上げます。とれからも皆様

の一層のご健勝と貴社の益々のご発展を心からお祈りいたします。

この度は創立 30周年老迎えられおめでとうございます。私どもこそ罪基先生、施設

の皆様には大変お世話になっており感謝申し上げます。益々のご発展をお祈りいたし

ております。

創立 30周年、誠におめでとうございます。今後益々のご発展をお祈り致します。

30周年おめでとうございます。予基理事長様はじめ皆様方の先駆的活動に心から敬

服いたします。今後益々のご発展をお祈り申し上げます。

ところの家族創立30周年おめでとうございます。これまでのご苦労を拝察申し上げ、

本日のご盛会と今後の益々のご活動を心からお祈り申し上げます。

9 



Thank you for your message

有岡久一

袖井孝子

青木 ι志

瀬戸昭

寺尾美智子

清水光久

森嶋直子

水上洋一郎

奥田康司

金子美障子
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創立 30周年祝典、誠におめでとうございます。皆様のご協力によりゆるぎないご盛

業にあられますととは喜ばしい限りと存じます。今後ますますのご躍進を心よりお祈

りいたします。

30周年記念おめでとうどざいます。 30年といえば onegenera甘on。息の長い活動に

心より敬意を表します。今後も韓国と日本の鮮が緊密に続いていくことを願っており

ます。

社会福祉法人こころの家族様。創立 30周年を迎えられ、心よりお祝い申し上げます。

長きにわたり日韓の福祉、文化の架け橋として貢献されてきた貴法人の功績をたたえ

るとともに今後益々のご発展とご活躍をお祈り申し上げます。

30周年おめでとうございます。法人の皆様の力を合わせた、たゆまぬ努力のかいあっ

て 30周年老迎えられたことを心からお慶び申し上げます。残念ながら出席できませ

んが日韓をつなぐすばらしいシンポジウムとなりますよう心からお祈り申し上げま

す。

社会福祉法人こころの家族様の創立 30周年を心よりお祝い申し上げます。韓国、日

本の架け橋として、また人々のよりどころとして幸せな社会をつくるべくご尽力され

た皆様方のたゆまぬ努力に深く敬意を表します。今後ますますのご発展を心よりお祈

りいたします。

社会福祉法人ところの家族、創立 30周年まことにおめでとうございます。私たちの

まち真野地区に故郷の家・神戸を建設されてから今日まで、地域の高齢者福祉やまち

づくりに大変お世話になり深く感謝を申し上げます。私事でも妻が 2年あまり故郷の

家・神戸でお世話になり、言葉につくせない介護をして頂き、深く感謝申し上げます。

田内基理事長の高遁な精神と日韓友好の人道的な志が、全施設職員の皆様を動かし私

たち住民にも感動を与えているものと思います。貴法人の益々のご発展をお祈り申し

上げます。

創立30周年おめでとうございます。人に寄り添った温かい介護に心を打たれました。

今後とも韓国との架け橋となられますますのご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

芦致浩と回内千鶴子の家族や地域さらには国境を超えた愛のことろを受け継ぎ、この

日本で共生社会の実現に努力されている芦基・囲内文枝夫妻をはじめとする関係者の

皆様に対して深甚なる敬意を表します。また日韓悠久の交流と友情老願うこころの家

族30周年記念シンポジウムが成功することをお祈り申し上げます。

との度は 30周年をお迎えされましたこと、誠におめでとうございます。今後とも更

なる発展を心よりお祈り申し上げます。

ととろの家族創立金子 30周年おめでとうございます。「故郷の家JI第 2地域包括支

援センター」は地域の高齢者の方々、また民生委員にとりましでもとても頼りになる

存在でいて下さいます。今後とも益々のど発展をお祈り申し上げます。



Thank you for your message

井上昭

星山春夫

高良順

川端均

前田靖幸

岩本文枝

松原立浦

岩本芳江

回仲智子

30周年おめでとうございます。これからもますますのご発展をお祈りいたしており

ます。

との度は創立 30周年、誠におめでとうございます。貴法人の今までの功績に敬意を

表すとともに今後益々のど躍進を心よりお祈りいたします。

日本で生まれ 83年の歳月を日本社会で在日として生きてきました。祖国に帰ろうと

願っても 帰れないまま日本社会の中で苦労を重ねて生きている多くの在日コリアン

高齢者のための「故郷の家づくり」活動を自分の一生の夢としてきました。今月こう

して「乙とろの家族」創立 30周年老迎えられたことに深く感謝し家族の一人である

ととを誇りに今後もともに協力し働きを続けていきたいと思っております。孤児の父

予致治、孤児の母予千鶴子、本浦共生圃の孤児たちのこと、私はひと時も忘れたとと

はありません。私の心の奥深くにともに生きております。私の人生の夢が 83才まで

の聞に叶えられていることにとても幸せを感じております。手理事長ご夫妻に巡りあ

えたことの喜びと感動は私にとって人生の宝です。

創立 30周年誠におめでとうございます。創設者の思いが次世代まで続きますよう、

ますますのご繁栄をお祈りいたしております。

ところの家族創立 30周年おめでとうございます。ところの家族とお付き合いをした

結果、韓国の方々と仲良く交際できるようになりました。とてもよかったと，思ってお

ります。些少ですが寄付金を同封させていただきました。それでは皆様どうぞお元気

で。

ところの家族創立 30周年心よりお祝い申し上げます。そして日韓文化の前途を祝福

します。

ところの家族創立30周年お祝い申し上げます。

30周年おめでとうございます。長い年月の社会貢献に拍手を送ります。ととろの家

族故郷の家のますますのご発展を祈念します。

30周年を迎えられ、心よりお祝い申し上げます。私ども「一般社団法人 日本エイ

ジレスバレエ・ストレッチ協会」のスタートは「故郷の家」でした。 5年前、レッス

ンをスタートさせていただけたことを本当に感謝しております。このスタートがあっ

たからこそ、現在いろいろな場所でレッスンを実施できています。

「人生最後の日まで自分の足で歩ける体づくり」のためのエイジレスバレエ・ストレツ

チ。今は多くの生徒さんが続けて下さり、体づくりに役立てていただいています。現

在はデイサービスご利用の方向けに「座ってエイジレスバレエ・ストレッチ」のレッ

スンを実施させていただいております。皆さんいつもイキイキした笑顔でご参加いた

だき、楽しんでくださっています。

社会福祉法人こころの家族様がますますご発展されることをお祈りし、ご挨拶とさせ

ていただきます。

11 



Thank you for your message

金信舗

山田尋志

古川善章

丁永詰

大日向雅美

西尾重晴

松浦賢治

篠原

松藤聖一

川田泰生
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社会福祉法人「ところの家族」創立 30周年をお祝い申し上げます。これからも在日

コリアン高齢者の心のよりどとろとして、また地域における交流拠点としてより一層

発展されていかれるととを心より祈念します。

ところの家族創立本当に 30周年、おめでとうございます。これまでど尽力された理

事長様をはじめとする関係者の皆様に心より敬意を表します。今後のますますのご発

展をお祈り申し上げます。

創立 30周年誠におめでとうございます。ご利用者や地域にとって、なくてはならな

い存在のところの家族様の今後のさらなるご活躍、ご発展を心より祈念申し上げます。

とのたび多大なる記念行事「全羅道 1000年日韓をつなぐ」ところの家族 30周年記

念シンポジウム、心からお祝い申し上げます。

30周年誠におめでとうございます。貴法人がこれまで韓国と日本との交琉に尽くさ

れたど功績に深く敬意を表しますとともに、これからの益々のご発展をお祈り申し上

げます。

創立 30周年記念式おめでとうございます。

ととろの家族「故郷の家」開設問もない頃に施設をお訪ねしました。私がたまたま伺っ

たときに罪理事長のお話を聞き大変感動いたしました。韓国でお母さんが韓国と韓国

の人を愛し、日韓友好のために果たされ亡くなったときには数千人の人たちがお母さ

んを幕い長蛇の涙の列が続いたことなどを熱く語り、自らの母親に対する罪先生の深

い愛情と尊敬、息子として母親を誇りに思われていることを感じ深く感銘を受けまし

た。私はその数年後に泉北に住まいして、何かの縁でこのたびの法人設立 30周年式

典のご案内を頂き「故郷の家」に伺って罪先生にお会いしてから 30年が経つのか、

と時の移ろいを思い、法人・施設も立派に地域社会に貢献されていることを強く感じ

深く感謝をいたしております。

30周年おめでとうございます。ますますのご発展をお祈りいたします。

ご無沙汰をいたしております。昨年は日韓乙乙ろの交涜シンポジウムで大変お世話に

なりありがとうございました。寺仙洞の茶館でお茶老楽しみましたことがとても印象

に残っています。この度はこころの家族 30周年おめでとうございます。心からお祝

いを申し上げます。盛会をお祈りいたしますとともに、またお会いできます日を楽し

みにしております。

創立 30周年おめでとうございます。福祉事業を通して日韓親善と交涜のために果た

された貴重なお働きに敬意を表し、感謝申し上げます。



Thank you for your message

有国典代

具文浩

青木嘉子

小原雄一

河村建夫

岩本鐘振

清水善正

藤直八重子

黒固まさし

と乙ろの家族の設立 30周年、おめでとうございます。在住外国人が増加し、多民族

化する日本社会において多様なパックグランドを持つ高齢者をどのように遇するのか

は、多文化共生社会の重要なテーマで、ととろの家族の取り組みはその範となるもの

です。ホームの建設、運営には在日韓国・朝鮮人だけでなく、多くの日本人の寄付や

ボランティアで参加し、施設で働く若者も多い。ホームを訪問して認識を改めるなど

「故郷の家」の存在が理屈抜きで日韓友好に大きな力を発揮してきたといえます。日

本と韓国、日本人と在日韓国・朝鮮人の闘を、福祉や国際交涜の面から友情でつなぐ「こ

ころの家族」の今後の活動に期待しています。

貴法人創立 30周年に心からお祝いの言葉を贈ります。貴殿は同胞社会の先駆者とし

て灯火を高く上げ、希望の星となられました。一世代の長い閣の足跡は安心と安らぎ

を同胞社会のみならず、多文化共生社会の構築に計り知れない貢献をされた業績は高

く賞賛されて余りあります。芦理事長様は平素十ヶ所の「故郷の家」の開設を悲願と

され、早や五ヵ所を運営されるに至り、残りも必ずや成就されるものと確信しており、

及ぱずながらお祈りと声援を送ります。その問、全関係者皆様の献身的努力に敬意を

表し、益々のご繁栄をたえず祈ります。

30周年をお祈りのうちにお迎えになられ心よりお慶び申し上げます。

平素はお世話になっております。との度は 30周年誠におめでとうございます。貴社

益々のご発展を心より祈念いたしております。

「全羅道 1000年日韓をつなぐ」のメインタイトルのもとに、ととろの家族 30周年記

念シンポジウムの開催を祝し、予理事長をはじめこころの家族の全ての皆様に衷心よ

り敬意を表します。これからも、日韓両国のところの架け橋としてのご活躍を期待い

たしております。本日は 30周年の記念シンポジウムの開催、誠におめでとうござい

ます。

30年にわたり福祉を通じて日韓両国及び在日コリアン社会に貢献してとられた予理

事長はじめ関係者の皆様のご努力に対し敬意を表しますとともに、創立 30周年心よ

りお祝い申し上げます。

この度は創立 30周年、誠におめでとうございます。この 30年聞において、確実な

発展を遂げられた実績と皆様のど努力に敬意を表すと共に、一層のご繁栄を心よりど

期待申し上げます。

創立 30周年老迎えられ、心よりお祝い申し上げます。長きにわたり業界に貢献され

てきた御社の功績を讃えるとともに、今後ますますのご発展とご活躍を社員一同祈念

しております。

「全羅道 1000年日韓文化をつなぐシンポジウム」ご開催誠におめでとうございます。

昨今の日韓両国のより深い相互理解の中、更に親睦が深まるご活動に対し、敬意と感

謝を申し上げます。今後ともど活動がひろがることと、ど参加並びにど関係の皆様の

ご健勝とど多幸をお祈り申し上げます。

13 
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創立 30周年を迎えられ心よりお祝い申し上げます。長きにわたり業界に貢献されて

きた故郷の家の功績を讃えるとともに、今後ますますのご発展とご活躍を祈念してお

ります。

ところの家族 30周年記念シンポジウム「全羅道 1000年日韓文化をつなぐ」が盛大

に開催されますことを、心からお慶び申し上げます。京都市では、2万人を超える韓国・

朝鮮籍の方をはじめ、すべての人々が生き生きと暮らせるまちづくりを進めています。

また、韓国の晋州市とはパートナ←シティであり、学術・教育分野での交流を行って

います。

今後も多文化共生社会の実現を目指し、積極的に取り組んでまいりますので、皆様の

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、貴法人の今後ますますの御発展、並びに本日参集の皆様の御健勝と御多幸を

心から祈念いたします。

乙乙ろの家族30周年まことにおめでとうどざいます。

理事長先生をはじめ、法人の皆様が心を一つに合わせて、故郷のために知恵と汗を流

してまいりました。どれほど多くの高齢の方々が、感謝の微笑みを浮かべたことでしょ

う。 30年という歳月の璽みに、改めて敬意者表し、心からのお祝いを申し上げます。

30周年記念シンポジウム「全羅道 1000年 日韓をつなぐ」のご盛会を念じ上げます。

創立 30周年を迎えられおめでとうございます。神様の恵みと祝福が囲内基理事長

ご夫妻をはじめ、職員の皆様の上に豊かにございますようお祈り申し上げます。私自

身、映画「愛の黙示録」制作に少額ながら協力させて頂き、 2004年から 2期・監事

として御用させていただきました。

各地に展開されている施設において、入居されている方々を含め、喜びと感謝で運営

されていることに敬意を表します。高齢化社会を迎え、皆様のご健康と神様の御祝福

をお祈り申し上げます。

在日同胞の為に日夜、ご尽力されていることに、心より敬意を表します。日本社会、

同胞社会が安居楽業出来るように皆で日々努力していきたいと思います。



組 副 盗 人 ZEころの家旗 h抗p:/，加 ww.kokorono.or.jp
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