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≪ 令和元年定期総会の開催 ≫ 

令和元年 6 月 22 日（土）、多古町コミュニテ

ｲプラザにおいて、定期総会が開催されました。

来賓として、多古町町議会議長勝又様、多古町

保健福祉課課長秋山様、ひかり学園園長武藤様、

第 2 ひかり学園園長福田様のご臨席を賜り、皆

様から心強い激励や昨年度寄付物品の利用状

況、利用者の学園での近況報告を含めたお祝辞

をいただきました。 

また、児玉理事長から、両学園の健全な財務

状況や 2026 年までの第２期将来計画として

「槇の実プロジェクト 10」を策定し、年度ご

との計画目標を達成するため職員一同一丸と

なって邁進することを表明されました。また、

ハード面では、第２ひかり学園の大規模修繕の

開始、13 カ所目となる医療ケア可能な高齢者

用グループホーム「ひとわ」の事業開始や高齢

者・児童デイサービス施設「多古新町ハウス」

の事業継承等の報告がありました。更に多古町

の人たちが気軽に利用できる事業所の広場や

部屋を開放し、地域との交流を推進する旨の報

告がありました。 

総会に提出された下記の議案は、全て満場一

致で可決されましたのでご報告致します。本年

度は、役員改選の年であり、顧問の土井秀敏様、

理事の斉木昭己様が辞任され、新たに顧問とし

て多古町町議会議長勝又一徳様、理事として飯

田眞一様、前田龍吾様が承認されました。総会

終了後は、内閣官房まち・ひと・しごと創生本

部事務局参事

官補佐照井直

樹様による「障

害福祉と地方

創生」の演題で

ご講演をいた

だきました。 

 

【 議案 】 

第 1 号議案：平成 30 年度事業実績と収支決算 

  （収入決算額：2,350 千円） 

第 2 号議案：令和元年度事業計画と収支予算案 

  （収入予算額：2,630 千円） 

第 3 号議案：会費の納入方法 

  （千葉銀行多古支店 又は 郵便振替） 

第４号議案：役員の改選 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 本年度の事業計画 】 

令和元年 

6 月 8 日：第 1 回役員会 

6 月 22 日：定期総会 

7 月 20 日：ひかり学園合同納涼祭参加 

8 月 10 日：総会議事録、会報第 31 号の発行 

10 月 5 日：多古町町民大運動会応援 

10 月 19 日：ひかり学園合同体育祭参加 

11 月 23 日：“いきいきフェスタ TAKO” 

      バザー出店支援 

12 月 14 日：第 2 回役員会 

下旬：槇の実会及び学園への寄付 

12 月 29 日：ひかり学園合同忘年会参加 

令和 2 年 

2 月 8 日：会報第 32 号発行 

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 ひかり学園内 

Tel0479-76-8866 

Fax0479-76-8870 
http://www.makinomikai.or.jp 

 

 第 31号 2019年 8月 10日発行 

月月 5日発行 

＜新役員が決定しました。＞ 

会 長：平川弘之 

副会長：瓜生光雄、髙坂恭子、和田千之、

井上 貢 

理 事：総務―加瀬芳廣、前田龍吾 

    渉外―菅沢達雄、柴田 洋、 

飯田眞一 

    広報―遠藤哲也、丸山清一、 

高橋秀雄、石森ハル子 

会 計：松尾幹元、猪野精治 

監 事：秋本守祐、鈴木栄男 

顧 問：所 一重、勝又一徳、及川真介 

講師 照井様 



 日頃のご支援、ご協力に感謝致します 
ひかり学園 園長 武藤 直樹 

ひかり学園後援会の皆様には、日ごろより

格別のご支援、ご協力を賜り誠にありがとう

ございます。平成 30

年度の助成ではひか 

学園には物置一式、

アネックスには東屋

一式を頂き、誠にあ

りがとうございまし

た。有意義に使わせて頂きます。 

さて、ひかり学園では利用者さんに安心し

て、美味しい食事が

とれるように安全面

に配慮した食事支援

に取り組んでいま

す。利用者さんの高

齢化で嚥下機能の

低下等で食事形態

を変更しないと自

力摂取が困難な方

が増えています。

そこで、自力摂取

できる利用者さん

も含めて職員の支

援が行き届くように食堂テーブル等の配置を

変更しました。また、楽しみな食事となるよ

うに月 1 回、ひかりレストランやバイキン

グ、選択食等でさらに今年度からお弁当屋さ

んも始まり、利用者さんが自己選択、自己決

定できる機会となっております。さらに作業

や生活場面でも利用者本位の支援を行って参

ります。 

 また、昨年度より槇の実会として介護職員

初任者研修を行っており、これまで職員 9 名

が資格を取得されました。今後も職員の資質

向上に努めて参ります。さらに、今年度も多

古町の関係機関からの要請で緊急的に利用者

さんを受け入れております。今後もひかり学

園後援会の皆様をはじめとする関係者の皆様

のご支援、ご協力を得ながら、地域から必要

とされる学園づくりを目指して参ります。 

「大規模改修・増築工事始まります」 
第２ひかり学園 園長 福田  崇 

ひかり学園後援会の皆様には、法人の事業お

よび施設の運営にご理解とご協力を頂き、誠に

ありがとうございます。 

 さて、第２ひかり学園では長年の懸案事項で

ありました大規模改修・増築工事が６月から本

格的に始まりました。利用者の皆様には大変な

ご不便をおかけするところですが、なるべく負

担なく生活への影響が最小限になるように努

力して参ります。今回の工事では、長年手狭で

あった食堂・厨房・洗濯室・浴室を拡張する予

定になっており、昨年度後援会の皆様に助成頂

きました汚物除去機を広くなった洗濯室に設

置することになっています。ありがとうござい

ました。 

今年度の第２ひかり学園の事業目標は、「利

用者に地域社会の中で安心・安全・笑いのある

暮らしを提供する」としています。今年の５月

に昨年度から行っているワークショップとし

て、ハーバリウム教室を行い、近隣の方も多数

参加して頂きました。 

また、先日のひかり納涼祭でも披露させて頂

きましたが、毎月ボランティアに来て頂いてい

るプルメリア・フラ・フレンズの皆様に教えて

頂いているフラダンスは余暇活動の一環で普

段から練習を重ねており、利用者の皆さんの楽

しみと励みになっています。誕生日外出では、

多古町内の店舗を中心に外食を楽しむイベン

トとして定着してきています。このような人と

人の繋がりの中で学園での生活が豊かになり、

楽しみに繋がっています。ひかり学園後援会の

皆様には今後も引き続き宜しくお願い致しま

す。

東屋 

倉庫 

弁当 

フラダンス 



 

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〜令和元年６月３０日） 

個人会員      
賛助会員  

在田 創一 柴田  洋 伊藤 哲也 大木 義之 市原  良治 
 

鶴岡  絵美 長谷川  楓 

【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３１年３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 多古ライオンズクラブ 市川ダイス（株） （有）菅沢設備工業 

喜多自工（有） （株）丸平電気 ㈱クルーガー 鎌形建設株式会社 

多古レンタカー （株）サバンナブラン （株）安藤産業 （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 

 

 

 

後援会の活動経費は､全て会費で運営されております。一部会員に前年度会費未納の方がお 

られますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

「振込み先」 

・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 

・郵便振替 多古郵便局 振替口座番号：00230―8―57645 

      名義：ひかり学園後援会 

 

 

 

 

会員の加入推進につきましては、常々ご協力

を賜りありがとうございます。 

毎年、「会員 1 人が 1 人を！」を目標に加入

促進を行なっております。お知り合いや福祉に

ご理解の深い方々へ、お声がけをして頂きたく

重ねてお願い申し上げます。 

 

「後援会加入申込書」や「郵便

振込み用紙」が必要な方は、後

援会事務局までお申し付けく

ださい。 

＜年会費＞ 

・団体及び法人会員：1 口 10,000 円以上 

・個人会員：1 口 5,000 円以上 

・賛助会員：1 口 3,000 円以上 

会員加入促進のお願い 

会費納入のお願い 



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 裕之 猪野 精治 

井上  貢 宇井 菜那 梅澤  進 遠藤 哲也 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 久保田弘道 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 好男 鈴木 智子 鈴木 靖子 鈴杵 正道 清宮 美佐夫 関口 宇一 関口 次敏 高田 義弘 

高塚 巌 高橋 昌男 高橋 敏夫 高橋 路子 高橋  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 富永 観瑞 外山 廣路 中山 順之 奈村すず江 

成毛 幸子 渡邊 和栄 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 廣田 和雄 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 拓也 遠藤 美砂子 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 高田  真 高田 君子 高橋 忠朗 高橋 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 成毛綾子 
   

        

                                令和元年度分    （平成３１年４月１日〜令和元年６月３０日） 

法人団体会員       

立共産業（株） ひかり会 （有）菅沢設備工業 喜多自工（有） 

多古レンタカー 
      

個人会員        

秋本 守祐 在田 創一 飯田 眞一 石井  清 石森 ハル子 市原  良治 井上  貢 梅澤  進 

遠藤 秀雄 大木 義之 小川 賢一 小埜 みゆき 加瀬 芳廣 児玉  章 児玉 亨枝 鈴木 智子 

高橋 敏夫 高橋  誠 髙橋 由紀子 高安 一弘 露崎 和江 鶴岡 豊造 寺嶋 幸代 所  輝雄 

成毛  崇 日塔 克枝 平川 弘之 福田  崇 藤崎  明 松尾 幹元 丸山 清一 武藤 直樹 

八代   宏 吉田 真弓 
      

賛助会員        

遠藤 裕介 白鳥 洋子 鈴木 光子 鈴木 美千代 鈴木 智美 田辺 綾乃 築地  宏忠 鶴岡  絵美 

永作 智 長谷川  楓 羽藤 理沙 藤井  祐一 酒井省一郎 丸山 為義 丸山 理樹 森川  修 

八木 好房 
       

     
（敬称を省略させていただきました） 

 


