
社会福祉法人十愛療育会後援会の解散に伴う活動報告 

 

初夏の候、皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、すでにお知らせをいたしましたが、社会福祉法人十愛療育会後援会は、平成 26 年 3 月をも

ちまして活動を終了いたしました。 

つきましては、発足から 3年間の入会状況、収支状況及び事業活動の内容について、下記のとお

りご報告申し上げます。 

これまでの皆様のご支援に、心から感謝申し上げます。 

 

 

【入会状況】 平成23年度 平成24年度 平成25年度   

 個人102名（501口） 個人113名（201口） 個人82名（154口）   

 団体 6組（ 21口） 団体 5組(  15口） 団体 6組( 17口）   

         

【収支状況】         

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

前期繰越    975,699円 627,824円   

収    入 1,131,000円 1,170,687円 1,247,446円   

支    出  155,301円   98,347円 68,930円   

法人へ寄附   750,000円※１ 600,000円※３ 1,046,340円※４ 

   (23年度会費収入より）  (24年度会費収入より） (25年度会費収入 

及び物販収入より） 

   670,215円※２   160,000円※５ 

    （千羽鶴公演 

収益より） 

  （宮川久美ピアノ 

 リサイタル収益より） 

次期繰越 975,699円 627,824円 1,206,340円  

         

【事業活動内容】       

○文化座公演「千羽鶴」後援       ：平成 24 年 11 月 670,215 円を法人へ寄附 

○宮川久美ピアノリサイタル後援   ：平成 26 年 5 月  160,000 円を法人へ寄附 

○平成 25 年 10 月理事会において新重症心身障害児者施設へのモニュメントの設置が承認されました。 

後援会活動実績（上記※１～５までの累計 3,226,555 円）は、モニュメント設置費（予算 17,820,000 円）

の一部に充てていただくことを希望し、平成 26 年 5 月の理事会にて了承されました。 

  

以上のとおり、３か年の短期間活動ではありましたが、活動状況をご報告し後援会を解散いたします。 

 平成26年6月        

   社会福祉法人十愛療育会後援会 会長  浅野 史郎 

               同     副会長  日浦美智江 

         

 



この３か年の間に後援会を支えてくださった皆様に心から感謝申し上げます  

相原 久子様 

 

 

 

 

上島 浩子様 北見 秀明様 坂間 伸 様 田中 弘樹様 畠山 憲子様 松本登美枝様 

まま 
青木 英子様 薄井 茂 様 北村由紀子様 坂間 光蔵様 田中 慶秋様 花井 昭一様 三田 裕子様 

齋藤 豊一様 内田美知子様 鬼頭 すみ様 坂間 壽子様 谷津 正代様 原 真里 様 宮原 和孝様 

青山 クニ様 内田美代子様 木村 眞 様 坂間 裕一様 田村 俊光様 日浦 拓哉様 宮本 吉子様 

明石 恵子様 大泉さえこ様 木村榮都子様 坂本 勝司様 中鉢美和子様 日浦 学 様 宮本 直美様 

秋山 由美子様 大塚 正興様 木村真梨子様 佐藤 悦也様 佃 早苗 様 日浦美智江様 三輪 正和様 

浅野 史郎様 大森 葉子様 木村 尚美様 志賀 啓成様 土屋 温 様 日高 毬 様 森 ハル子様 

足立 米蔵様 大矢 正義様 小館 祐一様 淸水 浩則様 土屋美恵子様 平林 大介様 森田 澄子様 

飯田 縁 様 大矢 敏子様 後藤 力 様 菅沼 亮一様 内藤佐都貴様 平松 繁利様 柳井 悦子様 

井口 和宏様 奥代 智子様 後藤 良子様 杉山 桂子様 中川 博明様 福田実保子様 山崎雄一郎様 

石井惣一様 小越 幸子様 後藤 紀子様 鈴木 一枝様 長野 真行様 藤井 文子様 山根 みか様 

石川あゆみ様 甲斐 正勝様 小林あかね様 鈴木 一美様 中村 昭雄様 藤井 桃子様 山根 義博様 

石川キミヨ様 帰山 百合様 小林 静子様 鈴木 貞子様 中村 進 様 藤田 壽子様 横溝登美子様 

石田 十枝様 勝又 慶香様 小林 恭子様 鈴木 節治様 永藤 富子様 藤田 博之様 横溝 英夫様 

石橋 亘 様 加藤 友子様 駒田 靖雄様 鈴木 忠孝様 中村 弘子様 不動 壽江様 吉川 義晴様 

石橋 陽子様 神成いく子様 駒田 恭子様 相馬 勝則様 二宮 生憲様 不動 佳美様 吉田 昭寿様 

伊藤 曙生様 菊地 敏 様 小松原泰子様 髙野 宏子様 野口 芳行様 古谷 榮 様 依田 浩 様 

伊豫田エマ様 菊地 千鶴様 斉藤 功人様 高山 和彦様 芳賀 啓喜様 細矢 直子様 渡邊 勝美様 

岩城 ひさ様 菊地 史 様 斎藤 武士様 滝井 敬子様 橋本 順子様        前田 美樹様  渡邊 富次様 

岩城 信三様 北鬼江慶子様 斎藤 玲子様 田子 方史様 橋本佐和子様 松土まゆみ様 渡邊 昌義様 

岩城 雅弘様 北鬼江まち子様 斎藤 玉女様 田中 絹枝様 長谷川 正宣様 松本 千春様  

在原和子税理士事務所様  株式会社おくう様 

          

幸和義肢研究所様    

(有)土屋エステート様 横浜戸塚ライオンズクラブ様 神奈川県重症心身障害児(者)を守る会様    

コアヴィレッジ様 工房MOTTO様  

 

      

重症心身障害児者施設（港南台４丁目に建設）は平成２８年３月に事業開始の予定です。 

     

＜施設全体図 イメージ＞             ＜建物正面図 イメージ＞ 

 

    

＜１階ラウンジ イメージ＞           

＊記念モニュメントは、彫刻家の前島秀章氏

に制作を依頼しています。 

＊作品は１階ラウンジに設置されます。 


