
                                

                                    

                                         

 

 

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１６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、町の人々にもひかり学園、第

2 ひかり学園、地域支援部等の活動にご理解とご

支援を賜り、地域に根差した施設になってきたと実

感しております。 

昨年は 9月に台風 15号が千葉県を直撃し、風

速 50 メートルを超える強風により県下全域にわた

る停電被害が発生しました。ご案内のように多古

町は、長期停電と断水により大変不自由な生活を

強いられ暑熱対策も必要になりました。このような

状況の中で、学園利用者の日常環境を少しでも

改善するために、職員の皆様方の献身的な支援

が行なわれ事故も無く過ごせたことに対し、深く敬

意を表する次第です。 

今後とも、両学園や通所施設等が、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、地域支援部が希望する備

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。 

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 
新年あけましておめでとうございます。 

昨年の台風 15号の際には長引く停電と断水

で大きな被害がありましたが、皆様の献身的

なご努力により人的な被害はなく無事乗り切

ることができました。県監査においては今回

も概ね良好という評価を頂きました。これら

は職員をはじめ法人役員や関係者の日頃の努

力の賜物と改めて御礼を申し上げます。 

さて、高齢者のグループホームの開設、第 2

ひかり学園の大規模改修が令和元年度中に終

了し、ハード(設備等)面での整備は一段落致

しました。そこで、本年はソフト面、即ち私

たち職員一人一人の力の向上に努力していこ

うと考えております。このために次の 3点を

皆様にお願いします。①「資格取得の推進」

資格取得は長期計画を上回って増加しており

ますが、全職員最低 1つ以上の資格取得に励

んで頂きたい。②「One Teamへ限りなき前

進」職員全員が一丸となって One Teamになる

べく、上位の職員は現場の意見に耳を傾け、

部下は恐れず意見を言う、コミュニケーショ

ン良くし風通しの良い環境を作ることで One 

Teamとなる。③「業務の改善策はないかを追

求する」今行ってる仕事のやり方は Betterで

あっても Bestではないと肝に銘じ、より良い

改善策はないかと常に考えてほしい。 

以上ですが、利用者にとっても職員にとっ

ても明るく楽しい学園作りに頑張っていきま

しょう。最後になりましたが、本年が皆様に

も、ご家族にとっても素晴らしい年になりま

すよう心よりお祈りいたします。 

社会福祉法人槇の実会 

理事長  児 玉  章 

 

 

発行・印刷 

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 

TEL 0479-76-8866 

FAX 0479-76-8870 

www.makinomikai.or.jp 

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 

Tel0479-76-5500(代) 

Fax0479-76-5519 
https://www.makinomikai.or.jp 

第 32号 2020年 2月 8日発行 

月月 5日発行 



ご支援ありがとうございました 
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。本

年もひかり学園後援会の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。後援会の皆さまには毎年、多大な助成

を頂きました。改めて御礼を申し上げます。 

さて、昨年は度重なる台風や大雨により被

害が相次ぎました。本学園も台風 15 号の影響

で林道が倒木により通行不能になったり、停

電や断水等で不便な生活を強いられたりしま

した。しかし、職員の手作業で林道は半日で

開通、給食も朝食１回のみ非常食、停電は翌

日の午後９時に復旧となりました。断水につ

いては多古町や自衛隊の支援で飲料水も生活

用水も確保することが出来ました。ご支援、

ご協力頂いた

皆様に心より

感謝を申し上

げます。 

また、台風

19 号では本

学園にはほとんど影響がありませんでした

が、利根川流域に氾濫警戒情報が発表とな

り、避難が必要になった利用者の方を急遽、

短期入所で受け入れることがありました。 

相次ぐ自然災害に対して、備えの強化と福

祉避難所としての役割を果たしていかなけれ

ばならないと肝に銘じておりますが、後援会

の皆様をはじめとする多くの皆様のご支援、

ご協力を得なければならないとも思っており

ます。今後共、宜しくお願い申し上げます。 

令和２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 

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。旧年中は当法人並び

に第２ひかり学園の運営に格別のご理解とご

支援を賜りましたこと深く感謝申し上げます。 

 昨年春に始まった本学園の大規模改修工事

も完成が近づいてきました。皆様にはご不便な

思いをさせてしまいましたが、竣工後はより良

い生活につながる支援を目指して参ります。 

さて、昨年の台風 15 号で被災した際には、

多くの皆様から物資の提供や支援をいただき

ました。改めて心より感謝を申し上げます。第

２ひかり学園は利用者の体調不良者は無く、9

月 9 日の台風襲来以降、断続的に計 10 日間停

電があり、食事・入浴・洗濯などは他事業所の

協力もあり、何とか利用

者の皆様の生活に支障が

ない支援は維持できたも

のの、発電機や非常災害

物品の不足は課題である

と痛感しました。 

そこで、昨年 12月の後

援会役員会で災害対策用

に防災倉庫 2 棟と発電機

2 台を法人として要望さ

せていただいたところ、

ご承認を賜りました。あ

りがとうございました。 

この度の災害を教訓に

より一層の防災対策に努めて参りますので今

後共よろしくお願い致します。

頼られる法人を目指します。 
地域支援部 部長 髙安一弘 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年の台風では大変な被害を受けましたが、

多古町や地域の方々の支えで無事に過ごすこ

とが出来ました。心より感謝申し上げます。 

さて、多古新町ハウスでは町内外 14名の支

援の必要な方々を受け入れ、福祉避難所とし

ての機能を果たすことができました。また、多

くの支援物資も寄せられたことから、頂くだ

けではなく必要な方にもお分けしようと、僅

かでしたが、お困りの方々にお届けしました。 

今般の台風では多くのことを学びました。

この教訓を活かし、さらなる法人内の防災対

策と同時に多古町民に対して頼られる法人と

なるように努めていきます。 

～多古に設置された自衛隊入浴施設で 

防災倉庫２棟 

発電機 2 台 



ID10 ㎞ﾛｰﾄﾞﾚｰｽで山本さん 5 位！ 
1月 26日（日）東京

明治神宮外苑で第５回日

本 IDハーフマラソン選

手権大会・10㎞ロード

レースが行われました。

本会からは男子の部には

安西伸浩さん、小林時和

さん、女子の部に山本京

子さんが出場しました。

山本さんは昨年の記録を

3分以上短縮する 51分 26秒の自己新記録で

見事 5位入賞を果たしました。小林時和さん

も自己新記録をマークし 24位でした。 

東京パラを狙う安西さんは入賞逃す 

第 3回大会で日本記録を樹立した安西伸浩

さんでしたが、故障上がりで練習不足を露呈

し、14位でした。東京パラリンピック ID部

門の最終選考は 6月 13日～14日日本 ID陸上

競技選手権です。世界ランキング 6位以内が

派遣基準で厳しい戦いですが、必ずやクリア

していくと期待しています。（藤崎） 

 

昨年 12 月 14 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。今年は台風 15 号による県下全域に

わたる広域停電による今後の被害対策として、

第 2 ひかり学園福田園長が代表して希望寄付

物品について説明があり、慎重審議し以下の

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、

地域支援部共通の物品として併せて 118 万円

といたしました。寄付内容は次のとおりです。 

・タクボストックマン一式（物置 ND-3622/O）

2 棟：63 万円 

・ポータブル発電機（定格出力 1.8 と 4.0KVA）  

2 台：55 万円 

 ＊寄付物品は第 2 ひかり学園の記事内に写

真が掲載されています。ご参照ください。 

‡令和元年度会計の中間報告‡     

［収 入］会費 法人団体 ： 280,000 円 

     個人         ： 720,000 円 

     賛助         ： 185,000 円 

        利息      ：     2 円 

        繰越金      ：1,029,610 円 

        合計       2,214,612 円 

［支 出］事務費        122,633 円 

        会議費       42,000 円 

        合計        164,633 円 

［収 支］差引残高      2,049,979 円 
（令和元年 10 月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪令和元年 10 月 31 日現在の会員数≫ 

［会員数］法人団体 37（前年同末： 37 団体） 

      個人 168 名（同 上 ：167 名） 

     賛助  98 名（同 上 ： 95 名） 

     合計 303 名（同 上 ：299 名） 

 

 

 

 後援会の活動は、会員数と会費収入が全てで

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、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（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 

＜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 

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 

≪令和元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３１年４月１日〜令和元年１２月３１日） 

 個人会員    賛助会員    
大木 義之 本多 清司 瀧本 徳之 若槻 禎子         

【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。 

                                令和元年度分    （平成３１年４月１日〜令和元年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 ピープル歯科 （株）東京博愛社 

田邊工業（株）成田営業所 （株）アムロ 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）菅澤設備工業 喜多自工（有） ㈱安藤産業 ㈱クルーガー 

鎌形建設㈱ 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 緋紗子 浅野 直人 浅野  主久 浅野 忠重 足立 芳則 熱田 廣子 

阿部 勤 阿部 経子 在田 創一 飯田 眞一 飯田 聰裕 池之上芳俊 石井 光暢 石井 清江 

石井 清 石橋 美代子 石橋 勝二 石森 ハル子 市原  良治 伊藤亜希子 伊藤 裕之 猪野 精治 

井上  貢 梅澤 進 遠藤 哲也 遠藤 秀雄 及川 真介 大木 義之 小川 賢一 小埜 みゆき 

小野寺 優心 加瀬 芳廣 片野 富美子 金澤 正男 金森 一郎 川島  拓也 衣笠 勝幸 久保 勝二 

久保木 衛 髙坂 恭子 小島 名美 児玉  章 児玉 亨枝 五味  洋 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 鈴木 智子 鈴木 好男 

鈴木 栄男 鈴杵 正道 清宮 美佐夫 関口 次敏 高田 義弘 高橋 敏夫 髙橋 誠 高橋 昌男 

髙安 一弘 瀧本 徳之 立石 義明 田原 房江 田村徳太郎 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 奈村 すず江 成毛  崇 成毛 幸子 

日塔 克枝 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 本多 清司 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 八代   宏 山田 政二 山本 徹 吉田 真弓 若槻 禎子 

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 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 小川 良夫 小川 靖子 小川 栄輔 奥山 悟郎 

奥山 裕子 （株）オタフク 加藤岡 秀子 兼松 はじめ 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 鈴木 智美 高田  真 髙橋 忠朗 高橋 秀明 田辺 綾乃 築地  宏忠 鶴岡  絵美 

寺尾 幹人 時田 昌利 仲川  要 永作 智 中島 吉春 根本 等 長谷川  楓 服部三千彦 

羽藤 理沙 平山 順子 藤井  祐一 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） 

        

※事務局からのお願い 

会費のお振込みの際は、お名前のご確認をお願いします。お名前の記入がありませんと会報に記載できません。 

今回、２名の会員の方のお名前が記入されておりませんでした。 

令和元年６月１７日「花見川郵便局」、８月１４日「富里七栄郵便局」でのお振込みです。 

お心当たりのある方は、事務局までご連絡ください。 
 

担当： 武藤直樹（ひかり学園園長） 
 


