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家族会関係

後援会費
寄付
つり銭募金
活動収入
合計

堺市中区平井671-2 「堺みなみ」内

1件
１２件

1,654,000 55件
1,000 3件
0
352,488
2,007,488

【寄付金収入】 三須とき子様
【活動収入】

尾崎吉弘様

その他

合

295,540
4,000
0
0
299,540
的場奈津子様

<堺みなみ・くるみの樹支部>
・着物売上 5,000円（4月） 10,000円（６月）
・うららのお店リサイクルコーナー 3,951円（3月）
8,973円(4月） 5,940円（５月）11,178円（6月）
<うららのお店支部>
・店頭販売 94,200円（４月） 63,460円（５月）
50,930円（6月） ・東区民まつり 76,090円（5月）
<フレンズ支部>
・サンプラザ三原台店前バザー 22,482円 (４月）
24,192円（5月） 27,022円（6月）

計
1,949,540
5,000
0
352,488
2,307,028

鶴田洋子様

後援会総会時の「さくらハーモニー」さん
の演奏会の様子

第30回

社会福祉法人障友会

後援会総会開催報告➢➢

平成26年6月14日、堺市立健康福祉プラザにおいて、第30回（福）障友会後援会総会が開催され
ました。
はじめに今井清行会長より挨拶をいただき、堺みなみ・くるみの樹家族会会長、櫛下町氏が議長と
なり、議案の審議が行われ、すべて原案どおり承認されました。今年度は、役員交代の年度となりま
すが、今総会をもって、平成１０年度より会長を務めて下さっていた今井清行会長が退任され、新会
長に、うららのお店設立以来ご支援いただいている山本久子氏が就任されます。
今井会長には15年間もの永きに渡り、この後援会を支えていただき、心より感謝いたします。
総会後の催しには、うららのお店「さくらハーモニー」さんによる演奏会がありました。ドキドキ
されながらも一生懸命な発表に、たくさんの感動が、会場全体に届けられたステキなものでした。
➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢

【今期の入会者】
河野邦子様 鈴木祥子様 島本隆信様 福井恵美子様 森田路子様 奥田清三様 小橋敏子様
岸田恵美様 土井孝子様 松本和代様 角掛鳳一様 辻孝文様 谷口隆司様 豊田道子様
矢島満夫様 清水弘子様 鎌田道子様 板井敬介様 後藤正巳様 岡田安弘様 原村好昭様
楠見幸子様 山田美佐江様 岩田幸子様 池田弘子様 三宅良矢様 米田慶子様 栗山武様
中脇八重子様 内野勲様 堤英吉様 炭野修様 定政淑子様 井上美晶様 千住真理子様
山北智子様 中田キヨエ様 今井清行様 野田由美様 旭精工株式会社様 南田夕子様
高橋まり子様 真田綾子様 山本悦子様 菅沼良子様 上島悦子様 細木順一様 玉木優子様
前田久仁子様 馬淵富貴子様 山本博子様 田所克之様 前田恵子様 宮崎寛子様
2６年度会員数２４５名(家族会会員数１９０名)
ありがとうございました !

◆法人への寄付◆
進藤みゆき様 西口智様 盛尾清和様 大谷豊作様 増田邦代様 吉田亜古様 澤田出様
磯貝南陽子様 久保貞信様康子様 小林ひろみ様 中井三郎様 安田猛称様 幸島縫子様
株式会社シンワメディカル（佃 章則）様（3回） 田中民様 西口智様 村瀬様
片岡恵津子様 岩浅八重子様 堺みなみ・くるみの樹家族会様 川登八千代様
京谷京子様 高橋まり子様 瀬野容子様 上溝紀司様 石村春子様 山内邦子様
杉本利一様 小尾智恵子様 和田雪枝様 植山房枝様 匿名様 ありがとうございました !

◆物品の寄贈◆
【堺みなみ・くるみの樹】
【わららか草部】

池田商店様（わくわく運動会の参加賞）

たのメール様（文具用品）

駄田井清様勝子様（豆）

三菱重工業株式会社様

（形状記憶スプーン、フォーク） わららか草部家族会様（はがき）
【デイセンターフレンズ】 高松勝子様（なつまつり景品）
【うららのお店】幸島縫子様（お菓子）
たんぽぽ様（野菜）

斉藤様（お菓子）

もみじ屋様（お菓子）

小板様（魚）

【ケアスペースつむぎ】

ありがとうございました !

ヘルパーステーション陽だまり

東野実様（飾り木工品）

奥村玉喜様（タオル）

【グループホームあいあい】

つくの様（観葉植物）

白柳次子様（観葉植物）

片岡恵津子様（加湿器）

株式会社阪南ビジネス様（観葉植物）

【バザー用品提供者】

201４．4.11 ～7.1
<わららか草部> 高瀬弥寿子様 山下ミネ子様
<デイセンターフレンズ> 本田由香里様 井上朝子様 河村禮子様 小笠原佐枝子様 白垣都女様
服部敏子様 西口牧子様 増井歌代子様 田中初子様 土山ミチ子様 左近永美子様 岡本良子様
林せつこ様 和田敬子様 福渡登美子様 黒田絹子様 橋本みつよ様 篠崎美代子様 井上祐子様
増原セチ子様 羽賀博子様 岡田一二美様 新井文子様 壇上久江様 片岡恵津子様 新倉笑子様
近藤綾子様 中嶋昭子様 西口小夕美様 國枝栄子様 八洲智子様 中井明美様 加藤様
<堺みなみ・くるみの樹> 茨木光子様（２回） 佐藤百佳様 池田弘子様 高橋まり子様

益原様

谷永艶子様 藤田敏子様（2回） 山下正美様 和崎秀子様 竹田恵子様 玉井真理子様
上野純様 杉本様 藤井睦子様（２回） 小田よし子様 小山隆子様 栗山博子様
上原喜代美様 鶴之園玲子様
<うららのお店 >
角掛様

雛埜様

竹田様

水ノ江様

高木様

車谷様

真砂様

小橋様

弥武様

八木

朋子様

ありがとうございました !

【バザーボランティア・協力者】 …サンプラザ三原台店前バザーに対して…
本田由香里様 河村禮子様 田中初子様 宗重勲夫様 高松勝子様 横田毛織様 山本悦子様
サンプラザ三原台店様 西尾よし子様 三原台地域会館様
ありがとうございました !
【廃品回収報告】
今期の回収収入は下記のとおりです。家族会会員はじめご協力いただいた皆様、ありがとう
ございました。
14,190円(４月)
4,070円(５月)
➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢
<年会費>
正会員
1口 5,000円から
賛助会員
1口
1,000円から
ご入会は☞

郵便振替口座(00980-7-98612)をご利用くださるか、直接関係者に会費を渡してく
ださい。会費納入をもって入会といたします。

会員には、当法人の機関紙「至心」をお届けいたします。
➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢
お詫び 4月号のデイセンターフレンズへの寄贈者に12月分掲載の消し忘れがあり、再掲載になって
いました。大変申し訳ありませんでした。

