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ありのままがいい

“ 誰もが地域でともに生きていかれるように ”
私達はライフサポートりんどうを応援します。
日本には世界に類を見ない「四季の美しさ」と「二十四節気季語」がありますが、近年その季節感が薄れ
てきたような気がします。これは人々の生活様式の変化だけでなく、地球の温暖化による天候不順も大きな
要因だと思います。
新元号令和は「人々が美しく心を寄せ合う」の思いを託しスタートしましたが、スクールバス乗車待ちの
子供達を襲う殺傷事件や元高級官僚による我が子の殺人事件が発生し、その起因が「ひきこもり」と報道さ
れ、更に高齢者の運転による交通事故の多発等を見聞きするたびに心が痛みます。
7 月 7 日（社福）長野りんどう会後援会役員総会が開催され、事業報告・会計報告・令和元年度の活動方
針が承認されました。総会の席上平成 12 年４月後援会発足時から長期に亘り会長を努め、現在顧問の市川
淳子氏より御高齢のため辞任したい旨の申し出があり承認されました。長い間ご尽力いただき本当にありが
とうございました。後援会も会員の減少に加え、役員の高齢化が新たな課題として浮上して来ました。
長野りんどう会は来年 20 周年を迎えますが、利用者の多様化、スローステップの老朽化、利用者の高齢
化等々大きな課題が山積しております。
( 社福 ) 長野りんどう会は、障がい者の誰もが地域で共に生きて行けるよう、理事長・職員・ボランティ
アが一丸となって頑張っております。後援会はその方々を支援していますので、皆様方の更なるご協力をお
願い致します。

★ご入会ありがとうございました
令和元年度後援会会員 (31.4.1 ～ 1.7.31)
青木 進 ・戸井田典子・杉山 晃弘・木下有紀美・有馬 久恵・北村 艶子・山浦 俊枝・井上 竜一
仲里 謙一・小林 辰男・平井 政俊・青木 賀昭・土屋 国光・西澤 啓子・和田 恭良・倉澤 良貞
宮﨑 音和・和田 富夫・片桐 武夫・矢嶋 榮子・塚田 絹枝・玉井幸一郎・諏訪部孝江・間島 悦子
小島 好子・金松 直也・大塚 栄子・丸山 行雄・石川田鶴子・鳥橋 祥子・小平 恵子・成田 一省
大井 善子・間宮 淳子・北原 朋子・竹内 陽子・鳥原千代子・関

梅男・小林 宣雄・矢島 勝子

古川紀久子・鎌田泰太郎・丸尾 瓔子・原田 國子・嶌崎 直子・竹内 伴夫・青島喜美江・大田

拓

清住 惇子・山本 英輔・山本 豊子・今井 修 ・小宮山紀道・大塚 富男・大塚 淑子・宮沢 昭生
笹田 久夫・庄村 栄子・倉島 茂子・北村 礼子・龍野 由子・土屋 光男・山﨑 陽子・小林 英樹
清水 敏雄・久保田勝士・大月 育美・新村 洋子・小山由美子・山本 秀行・峯村 豊美・河原 孝子
平林 道子・原山 すみ・田中 恒孝・望月 正子・望月 峻成・小澤 麻紀・柄澤英一郎・久保 冱子
山下 侑 ・粟野原恵子・倉石 弘子・神林銀次郎・林

孝子・平野かおる・甲田 正樹・小林 淑朗

桜沢美代子・柄澤 秀代・尾賀 敦子・三浦 園子・天野けさみ・辰野美代子・丸山
竹内 洋彦・髙野 明子・羽鳥 聡子・林

徹・村松 亮勇

厚子・柿澤 俊子・金子 伸雄・石島美枝子・吉岡 達男

藤沢 惇子・宮澤美恵子・小島 直彦・市川 淳子・矢澤 和子・中村由美子・佐藤 信人・山本 芳子
小林富貴子・星野 一子・綿田 弘実・金井 咲子・中村 良三・大田 宗一・一之瀬幸徳・小林 久子
秋山 幸子・平野 国政・小宮山直道・傳田ゆり子・今井 喜雄・今井 利江・伊藤 善啓・伊藤 克代
春日 桂子・北沢さち子・鶴田 理恵・鶴田喜美恵・鶴田 元 ・武井 次子
☆医療法人鶴賀会鶴賀病院 轟

純一 ☆医療法人千曲荘病院 遠藤 謙二 ☆マツヤ自動車株式会社

☆三宝堂薬局 久保田敏子 ☆上諏訪病院 ☆医療法人芳州会村井病院 ☆丸和玉井建設株式会社
☆医療法人聖峰会佐藤病院 高橋 智子 ☆栗田病院 倉石 和明 ☆医療法人蜻蛉会 近藤 廉治
（順不同 敬称略）
※後援会たよりの会員のお名前に間違い・掲載漏れ・不都合等がございましたら事務局までご一報下さい。
※会員は年度ごとに更新させていただいております。年度毎のご入会ご協力をお願い申し上げます。

1 年間 ( 平成 30 年度 ) のご協力ありがとうございました
令和時代を迎え、社会福祉法人長野りんどう会は、社会福祉法人制度改革が実施されて 2 年目を迎える中で、
「地域共生社会の実現」に向けて、障がい者福祉サービスの見直し、各事業における利用者の確保、そして柔
軟な職員支援体制による更に充実したサービスに鋭意取り組まれております。
事業内容は、フレッシュとくま、ワークス上駒、スローステップ、相談支援事業、グループホームにおいて、
障がい者の地域生活全般の支援を行う一方、コミわか土曜朝市への参画や公衆トイレの清掃などを通して地域
との交流の場に大きく貢献しております。
第 15 回ライフサポートりんどうふれあいまつりは、近隣福祉施設の自主製品販売コーナーを充実させてお
り、ワークス上駒では、自主製品としておやつ（りんごのクッキー、焼き菓子、焼おにぎり）を作り、近隣の
老人福祉施設への提供など地域との交流を深めています。
後援会のここ数年来の会員の減少問題は、本会の危急の課題となっておりますが、会員の皆様のご厚志によ
り本年も社会福祉法人長野りんどう会への支援が出来ました。会員の皆様の日頃のご支援、ご協力に感謝申し
上げますとともに、今後も変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
☆長野りんどう会後援会総会

平成 30 年 7 月 1 日（日） 於：ワークス上駒＆ホール

☆後援会ニュース発行
会報長野りんどう No.55

後援会だより Vol.52

(H30 年 9 月 )

会報長野りんどう No.56

後援会だより Vol.53

(H31 年 1 月 )

会報長野りんどう No.57

後援会だより Vol.54

(R01 年 5 月 )

☆会員の推移
平成 30 年度 200 名

（平成 12 年度 83 名、平成 13 年度 336 名、平成 14 年度 314 名
平成 15 年度 316 名、平成 16 年度 357 名、平成 17 年度 306 名
平成 18 年度 329 名、平成 19 年度 323 名、平成 20 年度 308 名
平成 21 年度 324 名、平成 22 年度 287 名、平成 23 年度 306 名
平成 24 年度 283 名、平成 25 年度 256 名、平成 26 年度 221 名
平成 27 年度 210 名、平成 28 年度 210 名、平成 29 年度 195 名）

☆支援活動
社会福祉法人長野りんどう会への支援

（寄付）平成 30 年 9 月 7 日

長野りんどう会後援会会計報告
（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）

単位：円
収
科 目

金 額

入

支
備 考

科 目

出

金 額

備 考

会 費

1,071,000 会員 200 名

事務費

雑収入

5,001 ご祝儀・利息

印刷費

85,200 後援会だより

役務費

16,420 郵便振替料

繰越金

299,986 前年度より

4,534 コピー代・印字料金

830,000 長野りんどう会へ

寄付金
合 計

1,375,987

収入合計 1,375,987 円

支出合計 938,640 円

郵便費

2,486

合 計

938,640

差引残高 437,347 円（次年度へ繰越）

◆役員
顧問

和田 信義

市川 淳子

会長

大塚 富男

副会長

伊藤 善啓

事務局長

竹腰 清宏

委員

清水 敏雄

竹中 禎子

窪田 靖子

嶌﨑 直子

丸尾 瓔子

池田 義一

粟野原恵子

海野 悦子

村越 恵子

原田 國子

藤沢 惇子

中條 常由

井上 竜一

渡辺 隆一

山本 芳子

北原 聖司
監事

今井 喜雄

春日 桂子
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ご入会のお願い
〜誰もが安心して暮らせる地域作りを目指して〜
私達は、障がい（特に精神障害）のある方々の社会復帰を目指して障害
福祉サービス事業等を行うライフサポートりんどうの活動を応援して
います。
ライフサポートりんどうには次の施設や事業があります。
◇ 指定自立訓練（生活訓練）事業（フレッシュとくま）
◇ 指定宿泊型生活訓練事業（フレッシュとくま）
◇ 指定生活介護事業（フレッシュとくま）
◇ 指定短期入所事業（フレッシュとくま）
◇ 指定就労移行支援事業（ワークス上駒）
◇ 指定就労継続支援 B 型事業（ワークス上駒）
◇ 指定就労定着支援事業（就労定着支援室）
◇ 地域活動支援センター（スローステップ）
◇ 指定特定相談支援事業（相談室）
◇ 指定一般相談支援事業（相談室）
◇ 指定障害児相談支援事業（相談室）
◇ 指定共同生活援助事業（グループホーム）
（いなだの家・こまざわハウス・のくとまーる）
◇ 指定自立生活援助事業（自立生活支援室）
長野りんどう会は、生活の自立訓練、就労支援、障害や制度に関する相談、利用者同士の交流、
地域との交流など様々な活動をしています。
皆さまの物心両面にわたるご支援ご協力をいただきたく、後援会へのご入会をお願いします。

★入会の申し込み及び会費振り込み先
『後援会事務局』
〒381-0041 長野市大字徳間3222 ライフサポートりんどう内
TEL 026-239-7077
FAX 026-239-7070
会費

年額

1口

２，０００円

郵便振替 00530−1−67679

口座名義（郵便局・銀行）

八十二銀行長野北支店（普）314603

★ご入会にあたって
後援会会員は会費の納入をもって入会とさせていただきます。
年度内のご納入をよろしくお願いします。

長野りんどう会後援会

