
社会福祉法人 親愛会 川越親愛後援会

後援会だより

後援会会員の皆様方におかれましたは、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 2年度役員会（総会）はコロナ禍もあり 7月開催を延期し、去る 9月 12 日

みどりのまち親愛髙沢ホールにて開催されました。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。

ご 挨 拶

川越親愛後援会
会長　関本　幹雄

収支決算では、会員の皆様のご理解ご協力により、事項の決算のとおり 230 万円を親愛会に助成すること
ができました。
本年度はコロナ禍の影響も加わりますが、後援会といたしましたは、従来通りの活動を心がけてまいります。
今後も親愛会の利用者の福祉の増進を図って参りたいと思いますので、本会の趣旨をご理解ご賛同いただき、
令和 2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。

※ご挨拶後、新型コロナウイルスに関する貴重なご講義をいただきました。     

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　矢　部　　薫

会員の皆様方におかれましては、社会福祉法人親愛会の発足当初より特
段のご助力を賜り、役職員一同、深く感謝申し上げます。

入会手続き
後援会会員になっていただける方は、別紙「後援会入会申込書」に、住所・氏名・口数等をお書き下さい
まして、係りの者に現金を添えてお渡しいただくか、後援会事務局の取引口座にお振込みいただけますよ
うお願いいたします。

ご都合のよい振込先いずれかをご利用下さい。
◎会費 1口 1,000 円～

埼玉りそな銀行川越南支店

社会福祉法人親愛会 川越親愛
後援会長 関本 幹雄
普通預金

口座番号 ５１４１３６

武蔵野銀行川越南支店

社会福祉法人親愛会 川越親愛
後援会長 関本 幹雄

普通預金
口座番号 ０９４８１５

ゆうちょ銀行

社会福祉法人親愛会 川越親愛
後援会長 関本 幹雄
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INFORMATION
カーロでは、 体にやさしくおいし
いお菓子を皆様のお手元にお届
けできるよう、 ひとつひとつ心を
込めて作っています。 ご賞味く
ださい♪

☆　ワークスしんあい　パスティ　カーロ　☆

＊　お菓子のお店　＊

pasti Caro（パスティ　カーロ）
川越市中台南 1-4-7
TEL:049-246-3345

ワークス
しんあい

就労継続
支援B型

生活介護

茶房ひととき

pasti Caro

法人本部

親 愛 会 組 織 図

後援会事務局

◎川越親愛センター内
〒350-1150
埼玉県川越市中台南2-17-15
TEL:049-246-5262　FAX： 049-246-5261

第 3 9 号

親愛会は、昨春に創立 40周年を迎えることができ、同年 6月 2 日にその記念式典及び祝賀会を
挙行することができました。
当法人では、現在までに障害者支援施設 2か所、通所施設 1か所、グループホーム 1か所（8ホー

ム）、総合相談室 1か所（3事業）、さらに特別養護老人ホーム及びデイサービスを整備し、現在の
規模に至りました。このことは、翌々年度に結成されました川越親愛学園後援会（現在の「川越
親愛後援会」）の原次郎初代会長及び歴代の会長、役員はじめ多くの会員の皆様方の長年にわたる
多大なる支援のたまものと深く感謝申し上げます。
親愛会では、長年ご支援いただいている会員の皆様方に、感謝状とささやかなお品をお送りさ

せていただき、これまでのご支援に感謝申し上げた次第です。
さて、今年 2月より発生いたしました新型コロナウイルス感染につきましては、いまだその終

息には至らず、私たちの日々の活動、生活をも制限せざるを得ない毎日が続いております。
私たち、福祉現場では、社会的要請もさることながら、利用者の皆様方の生命をお守りするこ

とが第一の使命と認識し、各事業ともその対応については、感染症対策委員会等を通じ、慎重の
上にも慎重なる支援、介助が求められております。幸い、現在までにその発生を見ることなく、
安全に過ごさせていただいております。
そうした中においても、各事業所について、ご利用の皆様には熱意ある職員の支援・介護によっ

て、コロナ禍であっても引続きお一人おひとりに沿った有意義な毎日をお送りいただきますよう、
今後とも役職員一同、なお一層の努力をしてまいる所存です。
後援会会員の皆様方には、今後とも温かいご支援を賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

令和 2年 1 0月 1 日
発行



日時 令和2年9月12日（土）
   　 13：30～14：30

場所 みどりのまち親愛　髙沢ホール

1、開　会
2、挨　拶 後援会長 関本　幹雄

親愛会理事長 矢部　薫　
3、議　事 （１）令和元度事業報告について

・ 令和元年7月6日（土）　定期役員会（総会）の開催
・ 「後援会だより第38号」の発刊
・ 親愛会へ助成

グループホームしんあい　サンハイム洗濯機、乾燥機整備

（２）令和元年度収支決算について
（３）令和2年度事業計画について
・ 定期役員会の開催
・ 後援会だより第39号の発行、会費依頼書の発送
・ 親愛会事業へ助成

（４）令和2年度収支予算について
（５）令和2年度役員改選について
（６）その他

令和元年度 収支決算書

令和2年度　収支予算書

4、閉　会

　　　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

みどりのまち親愛 　防災倉庫整備、食器整備
ワークスしんあい　就労継続支援B型作業室エアコン整備

川越親愛センター　厨房保冷庫、作業棟椅子整備
親愛南の里　スヌーズレン室備品整備

（単位：円）

摘　　　要

収
入
の
部

会   費 2,350,000 2,304,000 △ 46,000 221名様より（前年度225名）

雑収入 50 14 △ 36 利息

前期繰越金 289,712 289,712 0

比較増減元年度決算額元年度予算額項　　目

230万円 親愛会へ助成

会議費 10,000 2,789 △ 7,211 定期役員会（総会）お茶代

合　　計 2,639,762 2,593,726 △ 46,036

事業費 2,200,000 2,300,000 100,000

慶弔費 50,000 0 △ 50,000

印刷費 15,000 10,000 △ 5,000 後援会だより印刷代　紙代

事務費 70,000 43,898 △ 26,102 通信費（切手、葉書き）

（単位：円）

雑   費 20,000 0 △ 20,000

予備費 254,762 237,039 △ 17,723 繰越金

合　　計 2,639,762 2,593,726 △ 46,036

支
出
の
部

前期繰越金 289,712 237,039 △ 52,673

活動費 20,000 0 △ 20,000

項　　目 元年度決算額 2年度予算額 比較増減 摘　　　要

収
入
の
部

会   費 2,304,000 2,350,000 46,000

△ 6,672

定期役員会（総会）茶菓子代

支
出
の
部

事務費 43,898 100,000 56,102 通信費、封筒代他

活動費 0 20,000 20,000

慶弔費 0 50,000 50,000

後援会だより印刷、用紙等

雑収入 14 15 1

事業費 2,300,000 2,200,000 △ 100,000 親愛会へ助成

会議費 2,789 10,000 7,211

合　　計 2,593,726 2,587,054

印刷費 10,000 15,000 5,000

合　　計 2,593,726 2,587,054 △ 6,672

雑   費 0 20,000 20,000

予備費 237,039 172,054 △ 64,985 繰越金

●就労継続B型作業室エアコン●

●スヌーズレン室備品●
光や音で、癒し効果を得られるス
ヌーズレン室の映像機器などを整備
しました。
穏やかな空間に、利用者のみなさん
も笑顔が見られます。

●厨房保冷庫●
利用者・職員のおいしい
食事を提供できるよう保
冷庫を整備しました。

●作業棟椅子 40脚●
利用者の作業スペースの椅
子を入れ替えました。
新しい椅子で、快適に作業
できるようになりました。

川越親愛センター

親愛南の里

ワークスしんあい

今年度の後援会費は、各事業所の備品等整備に利用させていただきました。
ご協力ありがとうございました。

グループホームしんあい
みどりのまち親愛

令和 2年度

施設からの報告

利用者の作業スペースにあるエ
アコンを新しくしました。以前
より快適な空間で、猛暑日でも
涼しく作業に取り掛かることが
出来るようになりました！

●利用者様の食器●
おかずの器を揃えました。
配膳に割いていた時間を、
食事介助のための時間に
することが出来ました。

●防災倉庫●
新たに設置し、防災備品に加
え、感染症対策の備品も保管
できるようになりました。

●洗濯機＆乾燥機●
故障してしまったサン
ハイムの洗濯機と乾燥
機を入れ替えました。
新しい洗濯機で快適に
洗濯できます！


