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入会のお願い

川越親愛後援会の会費は、ご利用者様の生活をより豊かにするため、活動の一部や環境整
備のための資金として活用させていただいております。会員になられた方には「後援会だ
より」（年 1回発行）と、ワークスしんあいが運営する「茶房ひととき」（高階市民センター
内）で利用できるドリンク1杯無料券をお届けいたします。
ひとりでも多くの皆様のご理解をいただき、支援者になっていただけたらと思います。
趣旨にご理解いただき、後援会への新規加入・更新をぜひお願いいたします。

会員になっていただける方は、現金をご持参いただくか下記取引口座にお振込みください。

川越親愛後援会 事務局
〒350-1150
埼玉県川越市中台南 2-17-15（川越親愛センター内）
TEL 049-246-5262 / FAX 049-246-5261
E-mail   sinaikai@to.email.ne.jp

グループホームしんあい「えみふる」10 月オープン！

利用者様の高齢化に対応したグループホーム
（定員 10 名）を 10 月にオープンいたします。
お風呂やトイレなど、より使いやすく、車イス
にも対応しています。



会長からのご挨拶

4 月には、 新卒 3 名中途採用 6 名の新任職員を
迎えました。 入社式の後には、 障害 ・ 高齢事業
所の施設長より研修を行いました。

みどりのまち親愛中庭の草刈りを、 各事業所の
職員たちと実施いたしました。

ワークスしんあいが運営するお菓子
のお店 「パスティ ・ カーロ」 では、
お客様のご要望にお答えし、 焼き菓
子の詰め合わせも販売しております。
お中元やお歳暮等の贈り物から、 子
供会やサークルのお土産などお作り
できます。
ご注文は下記までお問い合わせくだ
さい。

〒350-1150
埼玉県川越市中台南 1-4-7
TEL 049-246-3345
FAX 049-256-7151

☆　ワークスしんあい　パスティ　カーロ　☆

＊　お菓子のお店　＊

グループホームしんあい 「えみふる」 が完成しま
した。 建て貸しという形で、 地元の土地所有者
の方に建てていただきました。 9 月には職員たち
も見学に行きました。 （写真は事務所スペース）

後援会会員の皆様方におかれましては、日頃より川越親愛後
援会の運営に温かいご支援をいただき、心より厚く御礼申し上
げます。
令和 3年度役員会（総会）は、まん延防止等重点措置・非常事
態宣言の延長もあり、役員会（総会）の開催を中止とし書面決
議とさせていただきました。

私が引き続いて会長に、原敏成副会長、粂原恒久副会長が再任されましたのでご報告
申し上げます。収支決算では、会員の皆様のご理解ご協力により、次項の決算のとおり
220 万円を親愛会に助成することができました。
今現在、社会全体に新型コロナウイルスの変異株が更に感染力を増し、猛威を振るっ

ており、社会全体が自粛や制限を余儀なくされております。このような中において後援
会の役割は、ますます重要になると認識しております。
後援会といたしましては従来通りの活動を心がけ、助成事業を継続し親愛会の利用者様
の福祉の増進を図って参りたい思います。
本会の趣旨をご理解ご賛同いただき、令和 3年度もなお一層のご協力を賜りますよう心
よりお願い申し上げます。
末筆ですが、皆様のご多幸とご健康をお祈りいたしまして、ご挨拶といたします。

川越親愛後援会
会長 関本 幹雄

会員の皆様方に感謝申し上げます
社会福祉法人 親愛会
理事長 渋谷 宏明
関本幹雄会長、後援会会員の皆様方、日頃から社会福祉法
人親愛会の運営に多額のご寄付を賜るなど温かいご支援をい
ただき、ここに厚く御礼申し上げます。

この度、矢部 薫前理事長から引き継ぎ去る 6月 19 日に理事長に就任いたしました
渋谷 宏明でございます。前職は埼玉県庁の職員で長い間福祉行政を担当させていた
だきました。未熟者ではございますが、親愛会の発展に全力を尽くす所存でございま
すので、皆様方には今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。
2000 年に介護保険法、2013 年に障害者総合支援法が施行となり、措置制度から契

約制度に福祉サービスの提供のあり方が大展開されました。当然のことながら社会福
祉法人には個々の利用者様にそのニーズに応じた適切なサービスの提供が求められる
こととなりました。親愛会におきましても各利用者様が輝いた人生を送れるよう尽力
して参ります。
関本会長からコロナワクチン接種に多大なご協力をいただき法人内の感染は収束し

ております。しかしながら、危機管理については常日頃から最悪の状況を想定し万全
の備えを心掛けて参ります。

人材確保が年々厳しくなっている中、 採用ホーム
ページをリニューアルし、 求職者へアピールして
いきます。
完成は 2022 年 2 月を予定しております！

カーロからのご案内

親愛会の職員たち



社会福祉法人 親愛会 川越親愛後援会定期役員会（総会）報告

新役員名簿

体操とレクリエーションで健康づくりに
励んだり、 みどりのまちの周りをお散
歩をしたりして過ごしました。
花壇での野菜栽培では、 毎年季節の
野菜をつくっており、 みなさん成長を
楽しみにされています。
収穫できると、 みなさんで調理されて
います。

納涼祭や敬老のお祝いなど
各ユニットごとに開催し、
季節の移り変わりを楽しん
でいただきました。
このほか、 絵手紙やカフェ
スペース 「スプーンハウス」
で交流したり、 穏やかな 1
日を過ごされています。

令和2年度収支決算書  （単位：円）

　項　目 2年度予算額 2年度決算額 比較増減 摘　　　要

会　費 2,350,000 2,291,000 △ 59,000 219名様より（前年度221名）

雑収入 15 16 1 利息

前期繰越金 237,039 237,039 0

合　計 2,587,054 2,528,055 △ 58,999

事　業　費 2,200,000   2,200,000 0

会　議　費 10,000      2,296 △ 7,704 定期役員会（総会）お茶代

印　刷　費 15,000      11,738 △ 3,262 後援会だより印刷代 

事　務　費 100,000     60,317 △ 39,683 通信費（切手）、はがき他

活　動　費 20,000 0 △ 20,000

慶　弔　費 50,000 0 △ 50,000

雑　　　費 20,000 0 △ 20,000

予　備　費 172,054     253,704 81,650 繰越金

合　　計 2,587,054 2,528,055 △ 58,999

令和3年度収支予算書　 （単位：円）

項　目 2年度決算額 3年度予算額 比較増減 摘　　　要

会　費 2,291,000 2,350,000    59,000

雑収入 16 16           0

前期繰越金 237,039 253,704      16,665

合　計 2,528,055 2,603,720    75,665

事　業　費 2,200,000 2,200,000    0 親愛会へ助成

会　議　費 2,296 10,000       7,704 定期役員会（総会）お茶代等

印　刷　費 11,738 15,000       3,262 後援会だより印刷　用紙等

事　務　費 60,317 100,000      39,683 通信費（切手）、封筒代他

活　動　費 0 20,000 20,000

慶　弔　費 0 50,000 50,000

雑　　　費 0 20,000 20,000

予　備　費 253,704 188,720      △ 64,984 繰越金

合　　計 2,528,055 2,603,720    75,665
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役職 氏名 現在の仕事 役職 氏名 現在の仕事
会 長 関本 幹雄 関本記念病院 院長 理 事 今泉 源由 蓮光寺住職
副 会 長 原 敏成 武州瓦斯㈱ 代表取締役社長 理 事 植木 幹雄 法心寺住職
副 会 長 粂原 恒久 蓮馨寺住職 理 事 江田 昌弘 長徳寺住職
理 事 塩入 秀知 喜多院住職 理 事 奥山 元照 西福寺住職
理 事 舟橋 園恵 舞踊家 理 事 笠松 猷一 広済寺住職
理 事 小宮山 泰子 衆議院議員 理 事 岩田 夏彦 岩田歯科医院 院長
理 事 古林 宏之 立正佼成会川越協会 教会長 理 事 石井 政宏 (有)石井園芸 代表取締役
理 事 中島 身和子 立正佼成会川越協会 支部長 理 事 森田 嘉一 自営業
理 事 佐々木 眞紀 親愛会評議員 監 事 岡田 江津子
理 事 山田 哲也 親愛会評議員 監 事 橋本 隆 運営協議会委員
理 事 石井 照典 本行院住職

立正佼成会川越協会 総務部長



美術クラブでは、 大作に挑
戦！みなさんの手形でアート
作品を完成させました。
お休みの日にはみなさんで、
卓球をやったり、 ホットプレー
トを使って美味しいごはんも
作りました。

作業班では、 それぞれ清掃
や内職、 お菓子作りに励み
ました。
休日の活動では、 うちわ作り
などの制作活動から、 茶房
「ひととき」 での豪華ランチを
食べたり、 クリスマス会など
季節の行事も楽しみました。

ケーキバイキングに調理ク
ラブなど、 食事を楽しめる
機会をたくさん作りました。
納涼祭や、 水のボールプー
ルなど、 涼を感じられる活
動も行いました。

ご支援いただきありがとうございま
す。
ご支援いただいたご寄付は、 ご
利用者様の活動や生活をよりよ
くするために使用させていただいて
おります。
今年度も、 コロナ禍で外出等は
なかなか難しい状況でしたが、
施設内や少人数で楽しめるレク
リエーションを各事業所で行って
きました。


