
                                

                                    

                                         

 

 

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、早いもので昨年は

15 年を迎えております。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、アネックス等の

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。 

社会福祉法人槇の実会では、平成 28 年度に

今後 10 年の具体的なビジョンをまとめる「槇

の実プロジェクト 10」チームを立ち上げ、既に

スタートしております。 

そのビジョンの大きな柱として「地域との共

生」が示されており、既に地域町民が気軽に施

設の一部を利用できる場所として、また、利用

者との交流施設として活用されております。地

域を元気にする活性化への貢献や福祉施設の

今後の在り様を示すものとして大いに期待し

ております。 

今後とも、両学園や通所施設が、多古町のみ

ならず香取地域の福祉の拠点となりますよう

に、更なるご発展を希望しております。 

本会の主要事業となる寄付行為につきまし

ては、毎年12月に開催される役員会において、

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。 

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 

新年あけましておめでとうございます。 

平川後援会長のご挨拶にもある通り、本会

ではこれからの 10 年を見据え、長期計画「槇

の実 Project10」をスタートすることとしまし

た。「槇の実 Project10」が目指す点は、「①利

用者へのより良いサービスを提供する。②職

員の処遇を改善してゆくと同時に一人ひとり

の skill の向上を目指す。③地域との共生を

確かなものにする。④健全経営を継続してい

く。」の 4 点です。この 4 点に則り設備整備計

画、利用者増員計画、職員採用計画等の諸計

画を立案し着実に進めていくこととしていま

す。利用者、保護者、職員、地域の方々と共

に「笑い」の絶えない学園として発展を続け

ていくためのロードマップが「槇の実

Project10」の意図とするものです。 

旧年中、ひかり学園や第 2 ひかり学園では緊

急一時保護の依頼が多古町等からあり、受け入

れました。困ったときに槇の実会がお手伝いを

するという構図が出来上がっていることを如

実に示した事例となりました。今後も地域福祉

の拠点として必要不可欠な社会福祉法人であ

り続けるよう、不断の努力を続けることをお誓

い申し上げ、新年のご挨拶とします。本年もど

うぞよろしくお願い申し上げます。 
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今年もよろしくお願いします。 
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いい年となります

ように心よりお祈り申し上げます。 
ひかり学園

後援会の皆

さまには毎

年、多大な

助成を頂き

誠にありが

とうござい

ます。ひか

り学園は倉

庫を助成して頂きました。また、グループホ

ームは東屋を助成して頂きました。ありがと

うございました。 
さて、ひかり学園では、長所を活かした支

援ということで、利用者さんの強みに着目

し、自発的に取り組めるような日中活動を行

っております。ボランティア班では多古高校

での挨拶活動等、農作業班では季節の野菜作

り、チャレンジ班ではリハビリや個別教材

等、運動班では林道散歩等の活動を行ってお

ります。また、午後の活動として、ブラッシ

ングやマラソン・スポ―ツ・散歩・芸能クラ

ブを行っております。そして、その芸能クラ

ブが約１年前から練習を重ねてきた努力が報

われ、第２７回さわやか芸能発表会の舞台発

表で優秀賞を獲得することが出来ました。今

後も利用者さんの活躍の場を増やしていけれ

ばと考えております。 
さらに、今年度は多古町保健福祉課からの

要請で緊急的に利用者さん３名を受け入れる

など地域から必要とされる施設を目指してき

ました。今後もひかり学園後援会の皆さまを

はじめとする関係者の皆さまのご支援、ご協

力を得ながら、社会福祉法人としての役割を

果たせるように努めて参りますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

平成 31 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 

ひかり後援会の皆様にはよき新年を迎えら

れたこととお慶び申し上げます。旧年中は皆様

より、格別のご理解とご支援を賜りましたこと

深く感謝申し上げます。 

 さて、第 2 ひかり学園の長年の懸案事項であ

った改修工事もいよいよ平成 31 年春より実施

できる見込みとなりました。今回の工事では生

活スペースの壁、天井の貼り替え、トイレの改

修等を行い、手狭であった食堂、厨房、洗濯室、

浴室の拡張工事を行います。利用者が生活をし

ながらの工事になりますので、大変不便な思い

をさせてしまうかと思いますが、負担を 小限

にとどめて安全に実施していきたいと考えて

います。また、今年度、ひかり後援会様から汚

物除去機購入のための助成をいただきました

ので、拡張した洗濯室に設置し、衛生管理に使

用させていただきます。今まで一般的な洗濯機

を専用にして使用していましたが、使用頻度が

高く洗濯機の故障に悩まされていましたので

コストの面でも非常に助かります。ありがとう

ございました。 

 活動については今年度から新たに多古町内

の飲食店で外食を

する誕生日外出を

始めたところです

が、来年度はさら

に近隣の外出の機

会を増やしていき

たいと思います。

また、地域交流と

してワークショッ

プの開催を増やし

ていく予定です。

また、保護者会の

環境整備やフラダンス教室・療育犬研究会のド

ックセラピーなどのボランティア活動にお世

話になっているところですが、学園でも多古町

の配食ボランティアを始め六所神社の清掃を

引き続き行いつつ地域貢献を積極的に考えて

いきたいと考えています。今年もよろしくお願

い致します。

 



平成 30 年度多古町優秀選手表彰！ 
多古町では町内在住、在勤の方でスポーツ

で優秀な成績をおさめた選手に対して、優秀

選手賞の表彰が行われております。本会から

も毎年表彰されていますが、平成 30 年度は

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、本年 3月

3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）～アジアパラリン

ピック大会陸上競技男子 1500m 第 4 位。 

☆山本京子（アネックス中村）～全国障害者

スポーツ大会陸上競技壮年女子 400m 優勝 

☆高原麻衣子（アネックスすまいる）～千葉

県障害者スポーツ大会陸上競技青年女子ジャ

ベリックスロー優勝 

☆緑川セツコ（ホーム）～同大会水泳競技壮

年女子 25m 自由形優勝 

（文責：藤崎） 

 
昨年 12 月 1 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、法人本部高安課長から寄付希望

物品について説明があり、慎重に協議し以下

のとおり決定いたしました。 
寄付金額は、ひかり学園、第２ひかり学園、

アネックスに併せて110万円といたしました。

寄付内容は、次のとおりです。 
・ひかり学園：物置一式（SMK-61S スタンダ

ード一般型）、1 棟、30 万円 
・第２ひかり学園：洗濯用汚物除去機一式

（WF80F）、1 台、50 万円 
・アネックス：東屋一式（2×5×3ｍ）、1 棟、

30 万円  

‡平成 30 年度会計の中間報告‡     
［収 入］会費 法人団体 ： 280,000 円 
     個人         ： 745,000 円 
     賛助         ： 170,000 円 
     利息         ：     2 円 
     繰越金        ： 950,318 円 
     合計          2,145,320 円 
［支 出］事務費        131,423 円 
        会議費       17,000 円 
        合計        148,423 円 
［収 支］差引残高      1,996,897 円 

（平成 30 年 10 月 31 日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪平成 30 年 10 月 31 日現在の会員数≫ 
［会員数］法人団体 38 社（前年同末：38 団体） 
     個人  183 名（同 上 ：179 名） 
     賛助   95 名（同 上 ： 97 名）  
     合計  316 名（同 上 ：314 名） 
 
 
 
  
後援会の活動は、会費収入が全てですので、福

祉にご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。「ひかり学園、第 2
ひかり学園、アネックス、グループホーム等に
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 
＜ひかり学園後援会事務局＞ 

〒289-2251千葉県香取郡多古町北中 1269 第 2 ひかり学園 

TEL0479-76-8866(代)FAX0479-76-8870 

時間 9:00～17:45(月～金、祝祭日除く) 

Mail: hikarigakuen@olive.plala.or.jp 

担当： 武藤直樹（ひかり学園園長） 

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 30 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３０年４月１日〜平成３０年１２月３１日） 

個人会員        

在田 創一 柴田  洋 伊藤 哲也      

 

【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３０年度分    （平成３０年４月１日〜平成３０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 （株）東京博愛社 

田邊工業（株）成田営業所 （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）グリーングラス （有）G-West 大同商事（株） 

第２ひかり会 ひかり会 （株）クラウン・クリエイティブ 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） 

（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 医療法人社団 直心会  

        

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 浅野 直人 足立 芳則 熱田 廣子 

阿部 勤 阿部 経子 在田 創一 有信  士 飯田 聰裕 飯田 眞一 池之上 芳俊 石井 清江 

石井  清 石橋 美代子 石橋 勝二 石森 ハル子 伊藤 哲也 伊藤 亜希子 伊藤 きよみ 猪野 精治 

井上  貢 宇井 菜那 梅澤  進 遠藤 秀雄 及川 真介 大網 義巳 大島 利夫 小川 賢一 

小埜 みゆき 加瀬 芳廣 片野 富美子 金澤 正男 金森 一郎 兼松はじめ 鴨川 晴枝 川島  拓也 

川邉 直子 衣笠 勝幸 久保 勝二 久保木 衛 郡司 長彦 髙坂 恭子 五木田 厚子 児玉  章 

児玉 亨枝 小林 富男 五味  洋 斉木 昭己 坂井 辰巳 坂田 喜代子 櫻田 浩之 茂田 和彦 

柴田  洋 島津 俊之 島田 正雄 清水 恒男 杉田 しづ 鈴木 栄男 鈴木 靖子 鈴木 好男 

鈴木 智子 鈴杵 正道 関口 宇一 関口 次敏 髙田 義弘 髙塚 巌 高橋 昌男 高橋 敏夫 

髙橋 路子 髙橋  誠 高橋 秀雄 髙橋 由紀子 高安 一弘 竹林 節子 立石 義明 田原 房江 

玉虫 徹 土屋 鐵男 露崎 和江 鶴岡 豊造 寺嶋 幸代 東條 康祐 時田 信次 所  輝雄 

利  和子 外山 廣路 中山 順之 奈村 すず江 成毛 幸子 成毛  綾子 成毛  崇 日塔 克枝 

塙  正喜 早坂 俊昭 林  三好 姫岡 國義 平川 弘之 平原 美雪 福田  崇 藤崎  明 

本田  町子 前田 泰弘 前田 龍吾 牧野 和行 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 柳下  清 八代   宏 山田 政二 吉田 真弓 若井 一利 和田 千之 

和田 幸子        

        

賛助会員        

秋山 美穂 浅野 三千世 荒井  順子 石上  眞 伊藤 信光 井上  悟 今地 紀子 岩崎 杉子 

岩田 豊史 榎本 圭介 遠藤 裕介 大久保 清子 大坂 欣史 小川 良夫 小川 靖子 小川 栄輔 

加藤岡 秀子 工藤 光春 後藤 文子 酒井 省一郎 佐藤 登紀 実川  茂 嶋村 俊雄 白鳥 洋子 

新保 征二 鈴木  武 鈴木  誠 鈴木  実 鈴木 光子 鈴木 美千代 須藤 佐智子 髙田  真 

髙田 君子 高橋 忠朗 髙橋 秀明 高橋 典子 寺尾 幹人 時田 昌利 永作 智 中島 吉春 

西澤  恵美子 服部 三千彦 羽藤 理沙 林 紀与子 平山 順子 藤井  祐一 細野 麻美 前田 久江 

馬瀬口 伸二 丸山 為義 丸山 為博 丸山 理樹 村上 紀子 森川  修 八木 好房 和田 陽子 

和田 宏子 和田 明子     

     （敬称を省略させていただきました） 


