
                                

                                    

                                   

令和２年度定期総会に係る書面決議の開催 
本年度は、新型コロナ禍の影響で年度当初

から予定していた多くの行動が制限され、本

会の主要事業である定期総会の開催も急遽、

書面決議による開催に変更せざるを得ない状

況となりました。 

総会成立条件につきましては、既にご案内

のとおり個人会員、団体・法人会員総数の過

半数の回答と書面回答者の過半数の賛成が必

要となりますが、書面決議により会員全員の

ご意向やご意見を反映することができたので

はないかと考えております。書面決議の結果

につきましては下記のとおり、全ての議案が

可決承認されました。 

第１号議案:令和元年度事業実績と収支決算

（収入決算額：2,309 千円） 

第２号議案:令和 2年度事業計画と収支予算

案（収入予算額：2,540 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） 

本年度の事業計画 
６月上旬:第１回役員会(中止⇒書面決議) 

６月下旬:定期総会(中止⇒書面決議) 

７月１１日:ひかり学園合同納涼祭参加 

(中止) 

８月２２日:総会書面決議報告、会報第 33

号の発行 

１０月上旬:多古町民大運動会応援 

３１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 

２８日:第 2回役員会 

１２月下旬:槇の実会及び学園への寄付 

２９日:ひかり学園合同忘年会参加 

令和３年２月１３日:会報第 34 号発行 

（今後の新型コロナ感染状況により、計画変

更が予想されます。） 

会費納入のお願い 
後援会は、全て会費で運営されております。

前年度会費未納の方は納入をよろしくお願い

します。振込先は事務局までお尋ね下さい。 

総合施設長就任のごあいさつ 
 総合施設長 小埜みゆき 

後援会員の皆様、日頃よりご支援を有難うござ

います。4 月 1 日より総合施設長となりました小埜

みゆきと申します。私は、第２ひかり学園に約 5 年、

ひかり学園に約 10 年（その間にアネックスとホーム

の前身を立ち上げの為にアネックス棟に約 2 年）、

本部に約 6 年（その間、相談支援兼務、児童発達

管理責任者代行、園長代行を含む）の勤続 22 年

目の職員です。その殆どを裏方として過ごしてきた

自分が、役職定年を間近になって大役を受けるこ

とを決意した理由は大きくは三つです。 

 第一として、前総合施設長のカリスマ性が色濃か

った為に、次期総合施設長となる若い職員は気後

れしてしまい保守的になってしまうのではという不

安です。間に自分が入ることで、ただ懸命に課題

に向き合う事で良いのだと、不足は他職員が補っ

てくれるのだと、若い職員に伝えたかったのです。 

 第二に、私達役職員は急速な事業拡大により配

置され、人材育成は二の次とされてきました。三年

前からは人材育成に力を入れ、外部研修にも積

極的に派遣し、資格取得者も増加してきました。今

後は会議や内部研修で、役職員としての姿勢や

言動を再認識する機会を増やすことで共に成長し

ていきたいと思ったからです。 

 第三としては今の財務状況です。急速に事業拡

大をしてきた当法人は、今迄は人件費に悩むこと

はありませんでした。それは、前総合施設長のお

力によるものであったと思います。しかし、事業拡

大が落ち着いた今、人員不足に加えて人件費率

が重い課題となっています。事業拡大すべきか？

組織改編が必要か？業務効率化が必要か？いず

れにしても、この苦しい局面を若い職員に任せる

のは酷だなと思いました。 

 ご利用者の楽しい日常と職員が働きやすい環境

の為に、力量不足の私ですが皆様に助けられな

がら前を向いて進み、若い職員に引き継ぎたいと

考えています。      
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コロナ禍で出来ること 
ひかり学園 園長 武藤 直樹 

ひかり学園後援会の皆様には、日頃より格

別のご支援、ご協力を賜り誠にありがとうご

ざいます。 
さて、今

年は新型コ

ロナウイル

ス感染症対

策で利用

者・保護者

の皆様には

６か月間の面会・外出・外泊の自粛をお願い

しております。そこで少しでも気分転換とな

る企画をと、駄菓子屋やフロート屋やガーデ

ンランチやテイクアウト行事等実施して参り

ました。８月末にはひかり夏祭りを予定して

おります。 
また、香取圏

域の他施設で発

生したクラスタ

ーを教訓に平成

30 年度に助成

頂いた倉庫に食

料等の備蓄品を

増やしました。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、新型コロナウイルス感染症

対策等に努めて参ります。今後もどうぞ宜し

くお願い申し上げます。 

生活支援力向上を目指して 
第２ひかり学園 園長 福田 崇 

 平川会長をはじめ、ひかり学園後援会の皆様

には、日頃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。 

さて、コロナ禍で会員の皆様も日常生活にお

いて大変な思いをされている方もいらっしゃ

ると思いますが、学園の利用者も外泊・面会等

を長期間に渡り自粛してもらうことになり申

し訳ない限りです。毎日、職員、利用者の検温

を２回行い食事前の手洗いにも以前よりさら

に時間をかけ行うなど、警戒態勢は継続してお

りますが、 近では町内でのドライブや買い物

を再開するなど、少しずつ日常生活を取り戻し

ているところです。 

また、大規模改修・増築工事により食堂・厨

房・浴室が広くなり、これまで以上に利用者に

気持ちよく過ごしてもらうため生活支援に力

を入れていきたいと考えております。 

昨年は大型の台

風被害による今ま

でにない長い停電

に苦労しましたが、

後援会の皆様には

年末に法人全体へ

の助成を頂き防災用倉庫２棟・発電機２台購入

させて頂きました。倉庫については、保育所お

くとの隣に設置し、発電機も防災倉庫に常備し

て非常災害に備えたいと思います。皆様には深

く感謝申し上げます。

会員加入促進のお願い 
 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 

進を行っております。 

 身近な方々に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 

ガーデンランチ 

H３０年度助成倉庫 

防災倉庫２棟

発電機 



グループホーム「いちご」オープン 
地域支援部 部長 髙安 一弘 

後援会の

皆様には、

日頃より大

変お世話に

なっており

ます。令和

２年度は、

新規グループホーム「いちご」も新たに運営を

開始し、グループホームの数は、多古町内に 13

カ所となりました。 

「いちご」は定員４名の女性専用のホーム

であり、名称のいちごは花言葉で「幸福な家庭」

という意味があるそうです。「いちご」に訪れ

ると入居者さんから是非見てほしいと言わん

ばかりで自室を案内してくださり少しずつで

はありますがホーム内での役割や決め事も定

着しつつある様子が伺えます。戸惑いながら

も新しい暮らしに喜んでいます。入居者たち

の幸せを今後も応援出来ればと思います。 

 グループホームの

数も増え、地域にも

根付いたようにも感

じるところではあり

ますが、まだまだ環

境面・支援面におい

て届いていないこと

ばかりというのが現状です。障害が重い方で

も地域で暮らすことができるよう今後も皆様

に支えられながら邁進していきます。宜しく

お願い致します。

千葉県代表に山本さんら選出される 
 全国障害者スポーツ大会(障害者国体)陸上

競技千葉県代表に山本京子さんが 2年連続、安

西伸浩さんが 3年ぶりに選出されました。 

大会は本年 10 月、鹿児島市で行なわれる予

定でしたが、残念ながら新型コロナウイルスの

感染拡大防止のため延期となりました。 

 本大会は、昨年、台風接近で開催日 2日前に

中止となってしまいましたが、山本さんは今年

も千葉県代表に選ばれながら走ることが出来

ない、2年続いての無念の涙となりました。 

しかし、山本さんはそんな不運にも屈するこ

となく、来年に向けて練習に励むスーパーフィ

フティー(50)です。(藤崎) 

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。 

    
（令和２年１月１日〜令和２年６月３０日） 

個人会員    

 

賛助会員   
佐藤 梅子 伊藤 美秋 遠藤 栄子 秋山 昭二 佐藤 淳哉 吉住 雄真  

【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。 

                                令和元年分    （令和元年４月１日〜令和２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 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 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）菅澤設備工業 喜多自工（有） （株）安藤産業 

鎌形建設（株） 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 轟診療所 （株）クルーガー 

 宗教法人 大念寺       
 

ホーム到着 

居室にて 



個人会員       

赤羽 イト子 秋本 守祐 秋山 緋紗子 浅野主久 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 飯田 聰裕 飯田 眞一 池之上芳俊 石井 光暢 石井 清江 

石井  清 石川 隆雄 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 大網 義巳 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 

川邉 直子 衣笠 勝幸 久保 勝二 久保木 衛 久保田 弘道 髙坂 恭子 小島 名美 児玉  章 

児玉 亨枝 小林 富男 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 栄男 鈴木 好男 鈴木 智子 鈴杵 正道 清宮 美佐夫 

関口 次敏 髙田 義弘 髙橋 昌男 高橋 敏夫 高橋 誠 髙安 一弘 瀧本 徳之 和田 幸子 

立石 義明 田原 房江 玉虫  徹 田村喜美江 土屋 鐵男 露崎 和江 鶴岡 豊造 寺嶋 幸代 

東條 敏子 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  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 隆文 

廣田 和雄 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 

 

      

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 裕子 

奥山 悟郎 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 高須   翔 髙田  真 高橋 忠朗 髙橋 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 林 紀与子 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 吉住 雄真 和田 陽子 和田 宏子 和田 明子 

㈱オタフク               

                                令和２年分    （令和２年４月１日〜令和２年７月１５日） 

法人団体会員       
ひかり会 喜多自工（有） （株）安藤産業 多古レンタカー 

 宗教法人 大念寺 

      個人会員  

秋山 昭二 浅見 幸子 足立 芳則 在田 創一 石森ハル子 市原  良治 伊藤 美秋 井上  貢 

加瀬 芳廣 遠藤 秀雄 遠藤 栄子 大木 義之 竹林 節子 児玉  章 児玉 亨枝 坂田 喜代子 

佐藤 梅子 佐藤 裕子 寺嶋 幸代 露崎 和江 鶴岡 豊造 所  輝雄 外山 廣路 日塔 克枝 

早坂 俊昭 福田  崇 藤崎  明 松尾 幹元 丸山 清一 武藤 直樹 吉田 真弓 和田 千之 

和田 幸子 片野富美子 小埜みゆき 髙安 一弘 佐藤 圭一 
 

賛助会員     
今地 紀子 遠藤 裕介 酒井省一郎 白鳥 洋子 羽藤 理沙 林 紀与子 丸山 為義 丸山 理樹 

森川 修 長谷川 楓 吉住 雄真 和田 明子 和田 陽子 和田 宏子 岩崎 杉子 仲川 要 

鈴木 智美 荒井 順子 佐藤 淳哉 佐藤 登紀  

     （敬称を省略させていただきました） 
 


