
                                
                                    
                                         
 
 

明けまして おめでとうございます 
 皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎え

のこととお慶び申し上げます。 
平素より本会の活動に対しまして、多大なるご

支援、ご協力を賜り、心から御礼申し上げます。 
さて、本会は平成 15 年 8 月に設立し、早いもの

で本年で 14 年目を迎えます。そして今日まで、物

心両面にわたる支援の輪を広げるため多古町を

中心に活動してまいりましたが、町の人々にもひか

り学園、第２ひかり学園等の活動にご理解とご支

援を頂き、地域に根差した施設になってきたと実

感しております。 
お陰様で会員数は県の内外合わせて現在 300

名を超えており、毎年継続的な支援ができるのも

会員各位のご支援とご協力の賜物と感謝申し上げ

ます。 
昨年末、学園の母体となる社会福祉法人槇の

実会の運営方針をお聞きする機会があり、その一

つに地域貢献が掲げられております。施設利用者

が町の美化運動や弁当の宅配サービスへの参加、

また多古町在住の障がい者に対する町内移動支

援など福祉法人ならではのきめ細かな貢献事業を

既に実施しており、大変ありがたく素晴らしいこと

だと感じております。 
本会の主要事業となる寄付行為につきましては、

12 月に開催された役員会において、ひかり学園、

第２ひかり学園等が希望する備品類の検討を行い、

毎年寄贈しております。 これも偏に会員各位のご

厚情によるものと深く御礼申し上げます。 
 後援会といたしましては、学園利用者が少し

でも快適な日常生活ができますように、微力で

はございますが支援の輪を広げる努力をする

所存でございますので、会員各位におかれまし

ては、倍旧のご支援を賜りますようお願い申し

上げます。 
また、後援会の充実は、会員を一人でも多く

増やすことにありますので、お声がけの程、重

ねてお願い申し上げます。 
最後になりましたが、会員各位のご繁栄とご

多幸ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 
会長  平川弘之 

新年のごあいさつ 
社会福祉法人槇の実会 

理事長  児 玉  章 

 新年明けましておめでとう

ございます。本年もどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 槇の実会は早いもので本年 2月 18日に法人

創立 25周年を迎えます。ひかり学園の開所は

同年 12月で、利用者定員 50名、職員は 30人

余りでスタートしました。その後、徐々に事業

拡大して参りました。今では利用者の延べ定員

は約 250名、職員も 190名ほどという、大きな

組織となりました。アネックス棟やひかり工房、

縁等作業棟の建設等、本会のインフラ整備も順

調に進み、懸案であった高齢者向けのグループ

ホームの建設や第２ひかり学園の大規模改修

を今年中には着工する予定となり、本会の設備

の整備は完了する目処が立ちました。と、同時

に①利用者に対する責任、②職員に対する責任、

③地域に対する責任、④社会全般に対する責任

という 4つの責務を果すべきことであると思っ

ています。創立 25周年を迎えるに当たり、こ

の先 10年を見据えた「槇の実プロジェクト 10」

チームを立ち上げ、具体的なビジョンをまとめ

ることにしました。検討すべき内容としては、

地域のニーズを見極めたうえで、①今後本会が

提供すべきサービス内容及びその規模、②提供

するために必要な設備や職員数、③地域と共生

するための活動計画、④10年先を見越した収支

見込の 4つを指示しました。創立 25周年の本

年をは槇の実会のリ・スタートの年と位置付け、

努力して参りたいと存じます。 

 最後に、本年が皆様にとりまして、佳き年と

なりますよう、心よりお祈り申し上げます。 
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体力維持を目指して 
ひかり学園 園長 武藤 直樹 

新年あけましておめでとうございます。今年

も後援会の皆様にとって良い年となりますよ

うに心よりお祈り申し上げます。 
さて、ひかり学園後援会には今年度も多大な

助成を頂き、誠にありがとうございます。ひか

り学園では今回も食堂用の椅子 12 脚を、アネ

ックスには昇降式テーブル４台、ポロシャツ 60
着を助成して頂きました。改めて御礼を申し上

げます。 
ところで、

ひかり学園で

は利用者の体

力維持のため、

農作業班は畑

仕事、チャレンジ班は個別プログラムや運動、

運動班は林道散歩などで体を動かしておりま

す。クラブ活動ではマラソンクラブやスポーツ

クラブでは大会に向けての練習、ゴールデンク

ラブはダンスの練習、散歩クラブは林道の散歩、

グリーンクラブは花壇の整備で体力づくりな

どを行っております。さらにボランティアの先

生が来園し、ストレッチや体操などご指導して

頂き、楽しく無理のない気軽な運動が出来てい

ます。今後も体力維持に努めていきます。職員

の資質の向上のため、28 年度からは強度行動

障害支援者養成研修に多くの職員を派遣しま

した。この研修で学んだことを活かし、利用者

全員に適切な支援を実施するよう心がけて参

りました。来年度も多くの職員を派遣してより

一層の充実を

図りたいと考

えております。

社会福祉法人

制度改革が本

格化する本年

ではありますが、後援会の皆様をはじめ、関係

者各位のご支援、ご協力を賜りながら社会福祉

法人としての責務を果たして参りたいと考え

ております。 

平成 29 年度もよろしくお願いします 
第２ひかり学園 園長 福田 崇 

新年明けましておめでとうございます。後援

会の皆様には、輝かしい新春を健やかにお迎え

のことと心からお慶び申し上げます。 
さて、今年度の助成で貯水槽用の非常用バッ

テリーを購入させていただきました。昨年の 8
月には台風の影響でひかり学園、第 2 ひかり学

園ともに停電する事態となりました。学園の屋

上には停電用に自家発電機が設置されていま

すが、現在ある発電機では貯水槽のポンプを動

かすには不十分なため、以前から課題となって

いました。今回、貯水槽専用の発電機を設置し

たことで、停電になっても十分な水が使用でき

るようになりました。職員を代表しまして心よ

りお礼を申し上げます。 
 第2ひかり学園では余暇活動の充実を目標と

して、一昨年度からクラブ活動に力を入れてい

ます。平成 28 年度は 6 月に多古コミュニティ

プラザにて「絵画クラブ 10 年の歩み展」を開

催すること

ができ、沢山

の方に称賛

の声をいた

だきました。

また、12 月に

は全国障害

者芸術・文化

祭あいち大会に利用者5名の方の方が出品する

ことができました。 
余暇活動では、多古町内にある小川屋さんが新

たに「出張販売」に来ていただけることになり、

「おしゃれ外出」と合わせて利用者さんが試着

をしながら衣類・靴を選ぶことができるように

なりました。ニード別外出では「東京スカイツ

リーの旅」「風土村食べ放題」「千葉市動物公園」

「銚子方面電車の旅」「つくばワンワンランド」

へ行きました。29 年度も引き続き工夫した楽

しいイベントを考えていきたいと思います。 
今年度もよろしくお願い致します。  



６名が多古町優秀選手表彰！ 
毎年、多古町からスポーツで優秀な成績を

おさめた町内在住在勤選手に対して、優秀選

手賞の表彰が行われており、今年も次の方々

が表彰されることになりました。誠におめで

とうございます。表彰は、3月 5日(日)多古町

コミュニティプラザで行われる予定です。 

☆安西伸浩（白貝ホーム）～全国障害者スポ

ーツ大会（岩手障害者国体）陸上競技少年男

子 800m優勝（大会新記録）、1500m優勝 

☆山野慎平（白貝ホーム）～同大会陸上競技

少年男子ソフトボール投準優勝、立幅跳優勝 

☆山本京子（アネックス中村）～千葉県障害

者スポーツ大会陸上競技壮年女子 800m優勝 

☆高原麻衣子（アネックスすまいる）～同陸

上競技青年女子ジャベリックスロー準優勝 

☆久保田貴夫（アネックスすまいる）～同水

泳競技青年男子 25m自由形優勝 

☆緑川セツ子（白貝ホーム）～同水泳競技壮

年女子 25m自由形優勝    （文責：藤崎）

 
昨年 12月 3日に開催された第 2回役員会で、

本年度寄付内容について話し合いを行ないま

した。ひかり学園武藤園長､第 2 ひかり学園福

田園長から寄付希望物品について説明があり、

慎重に協議して決定いたしました。 
寄付金額は、ひかり学園、第２ひかり学園、

アネックスに各40万円で合計120万円といた

しました。寄付内容は、次のとおりです。 
・ひかり学園  ：食堂用椅子 12 脚 
・第２ひかり学園：発電機（停電時に緊急

対応：受水槽用） 
 ・アネックス  ：昇降式テーブル 4 台（各

作業所：中村、すまいる） 
         ：ポロシャツ 60 枚 

‡平成 28 年度会計の中間報告‡     
［収 入］会費 法人団体 ： 260,000 円 
        個人   ： 716,000 円 
        賛助   ： 189,000 円 
             利息   ：    6 円 
        合計    1,165,006 円 
［支 出］事務費        117,071 円 
     会議費       33,000 円 
     合計        150,071 円 
［収 支］差引き       1,014,935 円 
     繰越金         909,224 円 
     現在高          1,924,159 円 

（平成 28 年 10 月 31 日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪平成 28 年 10 月 31 日現在の会員数 
［会員数］法人団体 39 社（前年同末：41 団体） 
     個人  184 名（同 上  ：184 名） 
     賛助  96 名（同 上  ：100 名）  
     合計  319 名（同 上  ：325 名） 
 
 
 
 
  
後援会の活動は、会員数や会費収入によっ

て成り立っていますので、福祉に理解のある

方にお声がけをして頂きますようお願い申し

上げます。 
「ひかり・第 2 ひかり学園・グループホーム
に支援の輪を」広げたいと思います。 
新規加入のための［後援会加入申込書］が

必要な方は、事務局（第 2 ひかり学園）まで

お申し付け下さい。 
      ― 年会費 ― 
・ 団体･法人会員：1 口 10,000 円 
・ 個人会員   ：1 口 5,000 円 
・ 賛助会員   ：1 口 3,000 円 

～後援会に関するお問い合わせはこちら～ 

ひかり学園後援会事務局  武藤直樹 

〒289-2251千葉県香取郡多古町北中 1269第 2ひかり学園 

TEL0479-76-8866FAX76-8870 時間 9:00～17:45(月～金)

本年度寄付内容が決定しました！  

新規会員の加入促進にご協力ください 

≪平成 28 年度会費納入のお願い≫ 
今年度もいよいよ押し迫りました。    

会 費 を ま だ 納 入 さ れ て い な い 方 は       

何卒、年度内にお願い申し上げます。 
・千葉銀行 多古支店 店番号 264  
普通口座 番号：3184183 
名義：ひかり学園後援会会長 平川弘之 
・多古郵便局 
振替口座番号：00230-8-57645 
名義：ひかり学園後援会 



ひかり学園後援会情報 

【新規会員名簿】 

 新たに後援会へご加入して下さった方々です。後援会のご趣旨を理解いただき、ご加入ありがとうございます。 

    
（平成２８年４月１日〜平成２８年１２月３１日） 

個人会員 

      早坂 俊昭 崎山 初枝 

      賛助会員 

      林 紀与子 遠藤 裕介 細野 麻美 今地 紀子 鈴木 智美 

   
        【後援会会費納入者報告】 

 後援会の会費を納入いただきまして、心より御礼申し上げます。感謝の気持ちを込めましてお名前のご報告を申し上げます。 

                       平成２８年度分    （平成２８年４月１日〜平成２８年１２月３１日） 

法人団体会員 

      立共産業（株） おゆみの整形外科クリニック 宗教法人 大念寺 ピープル歯科 

（株）東京博愛社 （株）アムロ （株）オタフク アグリ開発（株） 

オルウェイズジャパン（有） （有）G-West 大同商事（株） 第２ひかり会 

ひかり会 （株）クラウン・クリエィティブ 萬勢庵 （株）大栄建設 

市川ダイス（株） （有）菅沢設備工業 喜多自工（有） 安藤産業（株） 

（株）クルーガー 鎌形建設株式会社 多古レンタカー （株）丸平電気 

（株）サバンナブラン （株）ブラン 轟診療所 

  個人会員 

       赤羽イト子 秋本 守祐 秋山 行三 秋山緋紗子 浅野 忠重 浅見 幸子 飯田 俊弘 石森ハル子 

猪野 精治 井上  貢 遠藤 哲也 遠藤 秀雄 及川 真介 小川 賢一 斉藤 京子 金澤 正男 

金森 一郎 桐谷 克巳 久保 勝二 久保木 衛 児玉  章 児玉 亨枝 小林 せき 五味  洋 

斉木 昭己 坂井 辰巳 清水 恒男 下河辺 孝 鈴木 栄男 鈴木 靖子 鈴杵 正道 高田 義弘 

高塚  巌 高橋 昌男 高安 一弘 小埜みゆき 立石 義明 田原 房江 土屋 鐵男 鶴岡 豊造 

寺嶋 幸代 東條 康祐 外山 廣路 日塔 克枝 藤崎  明 松尾 幹元 間渕 稔 丸山 清一 

宮尾志づ子 武藤 直樹 茂手木めぐみ 八代   宏 和田 千之 坂田喜代子 和田 幸子 茂田 和彦 

平川 弘之 高橋 敏夫 柳下  清 前田 泰弘 石橋美代子 鈴木 好男 櫻井 廣志 小島 名美 

時田 信次 前田 龍吾 清宮美佐夫 有信   士 若井 一利 高橋  誠 櫻田 浩之 伊藤 裕之 

衣笠 勝幸 浅野 直人 兼松はじめ 梅澤  進 渡邊 和栄 佐藤 圭一 山田 政二 髙坂 恭子 

福田  崇 熱田 コト 島田 正雄 塙  正喜 池上 政行 栗和田 林 大島 利夫 石井 清江 

関口 次敏 石井  清 奈村すず江 姫岡 國義 成毛 幸子 平原 美雪 林  三好 島津 秀夫 

所  輝雄 利  和子 毛口 政夫 牧野 和行 宇井 菜那 川邉 直子 五木田博史 鴨川 晴枝 

鈴木 達雄 玉虫  徹 足立 芳則 吉田 真弓 片野富美子 鈴木 智子 成毛  崇 早坂 俊昭 

崎山 初枝 

       賛助会員 

       工藤 光春 山田三奈枝 奥山 悟郎 馬瀬口伸二 平山 順子 鈴木  武 中島 吉春 鈴木  誠 

時田 昌利 大坂 欣史 高橋 忠朗 浅野三千世 村上 紀子 星合 晃生 星合 早苗 実川  茂 

嶋村 俊雄 白鳥 洋子 酒井省一郎 榎本 圭介 丸山 為義 小川 良夫 小川 靖子 小川 栄輔 

大久保清子 和田 陽子 和田 宏子 和田 明子 須藤佐智子 高田  真 前田 久江 鈴木 実 

高田 君子 岩崎 杉子 丸山 為博 森川  修 高橋 秀明 新保 征二 井上  悟 遠藤 拓也 

遠藤美砂子 石上  眞 奥山 裕子 八木 好房 服部三千彦 寺尾 幹人 秋山 美穂 岩田 豊史 

羽藤 理沙 伊藤 信光 後藤 文子 露崎 和江 鈴木 光子 佐藤 裕子 小谷 英美 築地 宏忠 

仲川  要 藤井 祐一 鈴木美千代 加藤岡秀子 高須  翔 田辺 綾乃 佐藤 登紀 林 紀与子 

遠藤 裕介 細野 麻美 今地 紀子 鈴木 智美 

    
     

（敬称を省略させていただきました） 

 


