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横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

“ 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。

自然がいいふつうがいい ありのままがいい

後援会たより後援会たより後援会たより
平成30 年9月 Vol.52

今年の夏は嘗てない酷暑に見舞われました。また、西日本では豪雨により多くの方々が犠牲となりましたが、

近年の日本列島を取り巻く気象環境が大きく変化し、命を脅かす事態になりました。これは人々の生活が快適さ

を求める余り、地球環境を変えているのも一つの原因ではないでしょうか。

そんな中で、大相撲名古屋場所での関脇御嶽海の初優勝、また、真夏の祭典「全国高校野球」が、今年 100 回

の記念大会が開催され、日本列島が熱く燃えました。全国の高校球児が「甲子園」を目標に、夢を見・努力して

いる姿は私達に感動と勇気を与えてくれます。全国大会で頂点に立ち脚光を浴びている学校は一つですが、それ

を支えているのは、全国の球児が涙ぐましい努力をしている姿が陰にあることをを忘れてはいけないと思います。

7 月 1 日に（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・会計報告があり、平成 30 年度の

活動報告が承認されましたが、この総会で後援会員の減少が大きな話題となりました。会員の減少は会の運営が

危機的状況を生み、存続が危ぶまれます。今後、会員の減少の歯止めと拡大が大きな課題となります。

(社福)長野りんどう会は、障がい者の誰もが地域で生きていけるよう、理事長・職員・ボランティアが一丸となっ

て頑張っています。後援会はその方々を支援していますので、どうぞ後援会の趣旨をご理解いただき、更なるご

協力をお願いします。

★ご入会ありがとうございました

平成 30 年度後援会会員 (30. 4. 1 ～ 30. 8. 3)　　

山﨑　利江・有馬　久恵・金子　岳雄・平井　政俊・川島　幸雄・土屋　国光・関根えり子・青木　賀昭

藤沢　惇子・仲里　謙一・和田　恭良・田中　真弥・甲田　正樹・宮﨑　音和・辰野美代子・青島喜美江

小林　久子・大塚　富男・大塚　淑子・宮澤　昭生・関　　梅男・荻原かず江・丸山　行雄・玉井幸一郎

和田　富夫・和田　道子・小宮山直道・神林銀次郎・宮入　修治・小林富貴子・塚田　絹枝・山本　秀行

一之瀬幸徳・三澤　孝義・北島　貞代・金子　和江・戸井田典子・矢澤　和子・平井　剛彦・龍野　由子

伊藤　信義・石川田鶴子・小平　恵子・丸山茂里子・平林　道子・本木　英敏・間島　悦子・塚田　稲子　　

田中　恒孝・矢嶋　廣道・山本　裕子・笠原　正子・高倉　郁子・後藤　正美・柄澤英一郎・松浦　節子

平塚　清美・鳥原千代子・天野けさみ・清水　敏雄・高橋　寿昭・髙野　千春・近藤　廉治・小林　宣雄



望月　正子・望月　峻成・小澤　麻紀・小林　英樹・徳重　昌志・伝田　和幸・山本　英輔・山本　豊子

倉石　弘子・宮澤美恵子・小林　淑朗・鳥橋　祥子・井上　竜一・古川紀久子・倉澤　良貞・金子　伸雄

月岡万佐廣・間宮　淳子・竹内　　剛・清住　惇子・小林　和昌・河原　孝子・矢島　勝子・渡邉　晴士

山本　一夫・小林　辰男・新村　洋子・大田　　拓・竹内　陽子・林　　孝子・平野かおる・宮下　万世　　

稲垣知恵子・山浦　俊枝・芳川　修治・土屋ドーケット・川嶋　文信・鎌田泰太郎・伊藤　善啓・伊藤　克代

竹内　道子・吉岡　達男・村松　亮勇・大井　善子・牧　　房江・渡辺　隆一・山本　芳子・伝田ゆり子

神津美智子・石島美枝子・竹中　禎子・大塚　栄子・大田　宣夫・竹内　洋彦・仲條　　進・七里　トシ

山下　　侑・山﨑　政之・菅谷　茂次・中村　良三・今井　喜雄・今井　利江・市川　淳子・竹腰　清宏

田中幸穂治・髙地　宗一・太田　宗一・田中　喜顕・西　きよ子・角田　恵子・西島　範衛・笹田　久夫　　

成田　一省・大月　育美・田村　健一・桜沢美代子

☆　医療法人鶴賀会鶴賀病院　☆　三宝堂薬局　☆　上諏訪病院　☆　医療法人誠心会

☆　丸和玉井建設（株）☆　医療法人聖峰会佐藤病院　☆　医療法人芳州会村井病院

（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 29年度 )のご協力ありがとうございました

　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、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 14 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 29 年 7 月 9 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.52   　後援会たより　Vol.49　　 (H29 年 9 月 )

　　　会報長野りんどう　No.53   　後援会たより　Vol.50　　 (H30 年 1 月 )

　　　会報長野りんどう　No.54   　後援会たより　Vol.51　　 (H30 年 5 月 )



☆会員の推移

平成 29 年度　195 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）

☆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 29 年 10 月 3 日

長野りんどう会後援会会計報告
（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）

単位：円
収　　　入 支　　　出

科　目 金　額 備　考 科　目 金　額 備　考
会　費 702,000 会員　195 名 事務費 0 コピー代・印字料金
雑収入 5,000 ご祝儀・利息 印刷費 78,245 後援会だより
繰越金 292,449 前年度より 役務費 17,190 郵便振替料

寄付金 600,000 長野りんどう会へ
郵便費 4,028

合　計 999,449 合　計 699,463

収入合計　999,449 円　　　　支出合計　699,463 円　　　　差引残高　299,986 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



社会福祉法人 長野りんどう会　後援会

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～

　　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）

　◇　地域活動支援センター（スローステップ・長野市とがくししょうまの家）

　◇　長野市相談支援事業（相談室）

　◇　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（グループホーム）事業

　　　　（とくまの家・いなだの家・こまざわハウス・のくとまーる）

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

★ご入会にあたって
　後援会会員は会費の納入を以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。

郵便振替 00530－1－67679

八十二銀行長野北支店（普）314603

口座名義（郵便局・銀行）

　　　　　　　　　　長野りんどう会後援会

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おこなうライフサポートりんどうの活動を応援

しています。


