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2017 年度を振り返って

2017 年度は、緩やかに経済成長が進む中、少子
高齢化や長時間労働、生産効率の問題が取上げられ、
働き方改革による　一億総活躍社会や、女性が働き
易い職場環境の整備等が話題となりました。また社
会福祉法人では改正社会福祉法が施行され、理事会、
評議員会の役割と責任が明確化され、社会福祉法人
としての使命等が明確に示されるなど大きな変革の
年となりました。

　
事業結果
利用率の向上は私たちの施設が地域社会の中で

お役に立っていることのバロメータとなるもので
すが、今期は一部の施設では、残念なことに人手不
足から、十分なサービス提供が出来なかった部分も
あったものの、総じて各施設の利用率は向上致しま
した。

職業訓練の場であるアガペセンターのカレー
ショップ、アガペ東京センターでの水耕栽培やピザ
レストラン、新宿福祉作業所でのパン製造等でその
良さが認められて多くの方にご利用いただけたの
は、製造や販売する者にとっての大きな励みとなる
とともに、地域交流を深め、職員のモチベーション
を高めることができました。また地域における公益
的な取り組みの推進については、毎月、外部講師に
よる講演会を行い地域との交流を深めることが出来
ました。

アジア研修交流プログラムでは、今年は中国ホイ
リン（慧霊）知的障がい者サービスセンターから五
か年研修の最終年として研修生 7 名を招き、6 月と
9 月に各 3 週間の研修を私たちの施設を中心に外部

団体の協力も得ながら行い成果を上げることが出
来ました。

法人経営は利用者様への継続的な改善に努めて
まいり、利用率の安定と事故未然防止の徹底によ
り安定した経営に努め、法人全体では１５７万円
の黒字とすることが出来ました。引き続き確固た
る経営基盤の構築を図ってまいります。

新年度に向けて
現代は第四次産業革命と言われ、ＩＯＴ(Internet 

Of Things) やビッグデータ、人工知能、ロボット
等が福祉の世界でもこれから益々労働力の減少を
補い、仕事の効率化の一助となっていくでしょう。
反面、これらの発達により、人と人との感情のあ
るコミュニケーションの不足が大きな問題になる
と思われます。利用者の方の求めていることをき
ちんと把握し、これに応えていくことが求められ
ますので、多様化していく福祉のニーズに法人と
しては体制を整えると共に人材の育成を行い、働
き方の選択肢を増やすなど改善を図ってより働き
やすい、働き甲斐のある職場環境作りを実現して
まいります。

2018 年、当法人も設立 60 周年を迎えますが、
これからもキリスト教精神に基づいて「共に生き、
共に歩み、人種、国籍、宗教の如何を問わず、地
域の方々と共に地域社会で生き生きと輝く生活」
が出来、主に導かれ希望に満ちた奉仕団としてい
くよう努力して参りますので、今までにも増して
皆さまのご支援とご協力をお願いいたします。

理 事 長 　 渡
わ た な べ

辺 　 教
きょう

  

14

栗田　恵美子　(2回)

古田　和彦　　(3回)

江戸　冨士子　

高橋　和子

佐野　知子

山下　眞佐江　

山中　徹

山田　耕二・登美子　(2回)

守谷　貞夫

小松田 貞利

松沢　明子

上村　浩　　(2回)

上野　知子

新美　二郎

森　章一

深瀬　文子　

杉﨑　征次

菅原　あいし　(2回)

石川　琢馬　　

石島　美智子

千葉　勝義

船木　實　　　(2回)

村上　良子　

大井　啓太郎

大南　和子

中塚　紀子

長谷川　三紹

田中　誠一　　(2回)

田尾　敬延　　

渡辺　教　　　(2回)

島村　美和子　(2回)

畠山　辰美

飯河　保

富沢　圭子

福井　信一

平井　俊彰

蓬萊　美智代

落合　宏　　　(2回)

和田　智章　

廣木　安子　

櫻井　元彦

澤田　芳巳

髙橋　美貴子

髙橋　武弘　　(2回)

髙橋　和秋　　(2回)

髙山　直樹

匿　名　　  32件

(山梨県)　

富士吉田キリストの教会

石井　幹博　　(2回)　　

匿　名　　　1件

(新潟県)　

株式会社ベーシック　(2回)

(静岡県)　

相生保育園

(愛知県)　

一宮教会　（基督兄弟団）

河瀬　浩

(京都府)　

ノートルダム学院小学校

同志社中学校　宗教部

越川　弘英　　

(大阪府)　

大阪栄光キリスト教会 (ホーリネス)

増池　重信　

匿　名　　　1件

(兵庫県)　

関西学院宗教活動委員会

山内　通生

盛　　耕三

島田　恒　　　(2回)

(奈良県)　

大和キリスト教会　支援委員会

(鳥取県)

匿　名　　1件

(岡山県)

清心中学校・清心女子高等学校

(愛媛県)　

長内　敬一

(福岡県)　

市津　敏子

〈使途指定寄附金〉
22 件　　2,382,185 円　

 ( アガペセンターのために )　

齋木　満惠　　(3 回 )

日本基督教団　藤沢教会

座間市社会福祉協議会　　(2 回 )

平塚市旭北地区民生委員

座間市第五地区民生委員児童委員

協議会

匿　名　　4 件

( 東京都板橋福祉工場のために )

社会福祉法人東京都共同募金会

 ( 新宿福祉作業所のために )

株式会社プランニングルームヨコハマ

匿　名　　8 件　　　　　

以上



います。そのような心温まるご支援によって、この
働きが継続されていることを心から感謝すると共に、
今後とも皆様の温かいご支援をよろしくお願い申し
上げます。

２. アガペセンター（カレーキッチン Sara）施設
整備事業

アガペセンターでは利用者の働く場所として、カ
レーキッチン Sara というレストランを運

営しております。カレーキッチン Sara は地域の皆
さまに支えられ、今年で開店 12 年目を迎える事が出
来ました。

2017 年度　寄附金総額　243 件　　2,557,000 円
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過年度もクリスマスの時期に、「アジア研修交流
事業」、施設設備整備事業、それに加えて地域公益
事業の目的で寄附金・献金のお願いをいたしました。
243 件、2,557,000 円と多額のご寄附を賜りました。
また、同年度中に指定寄付金として22件、2,382,185
円を頂き、総計 4,939,185 円となりました。下記に
ご芳名を記して、心より感謝申し上げます。ご寄附・
献金は募金趣意書にあります通り、以下の目的で使
用させて頂きましたので、ご報告申し上げます。

１．アジア研修交流事業
「アジア研修交流プログラム」では、アジアの国

や地域から障がい者当事者や障がい者福祉事業者を
日本に招き、弊福祉施設を始め、近くの障がい者福
祉施設を訪問し、障がい者支援について研鑽を深め
るという交流を行っています。　一方で、日本から
も職員がアジアの研修生を訪問し、彼らの現地での
活躍を視察し、継続的に交流しています。1980 年
から始まったアジア研修交流事業は、これまでにア
ジアの 14 の国や地域から 82 名の研修生を受け入
れ、送り出してきました。

2017 年度は、中国の社会福祉施設ホイリンから
7 名の研修生を招待し、研修交流を実施しました。
同年の 6 月と 9 月に 3 週間ずつ 2 回に分けたプロ
グラムでしたが、それぞれ、障がい者の「就労支援」
と「生活介護」をテーマに学習していただきました。

それらの研修交流において、研修生たちから「障
がい者たちが、地域社会で自立と尊厳をもって生き
るために、アガペ ( 東京 ) センターが「アガペの愛」
の精神に基づいたきめ細かいサービスを提供してい
ることを学んだ。今後は、自国に戻り、ひとりでも
多くの障がい者たちが、社会の中で「共に生き共に
歩む」ために、可能な支援をしていきたい。」との
報告がありました。　

昨年度が、5 か年計画の最終年となった中国に代
わり、新たに研修生を受け入れる研修元の国を発掘
するために、現在、アジアの諸国を調査しています。

この働きは、その趣旨に賛同する団体や個人の尊
い寄附金と愛の献金によって支えられ、運営されて

2017 年度寄附金・献金の御礼とご報告

(北海道)　

燈台の聖母トラピスト修道院

稚内ひかり幼稚園

熊谷　トキ

(茨城県)　

西方いずみ幼稚園

(千葉県)　

京葉中部教会　(日基教団)

市川三本松教会（日基教団）

稲村　茂　　　(2回)

寺田　敏子

浅野　重夫　　(2回)

匿　名　　　1件

(東京都)　

カトリック・レデンプトール修道会

むさし小山教会　教会学校

亀戸教会　(日基教団)　

聖ヶ丘教会

久が原教会　(日基教団)

聖書友の会

西落合キリスト教会（ホーリネス）

早稲田教会　(日基教団)

町田聖書キリスト教会

田園調布教会 (日基教団)　

東村山教会　(日基教団)

東大和教会　(日基教団)

白鷺教会　(日基教団)

番町教会　(日基教団)

霊南坂教会　(日基教団)

暁星小学校 シャミナード会

玉川聖学院

聖学院小学校　

青山学院初等部

青山学院中等部

東洋英和女学院中高部宗教委員会(2回)

日本聾話学校　

普連土学園

明治学院高等学校

シオン幼稚園

原宿幼稚園

草苑幼稚園

鶴川シオン幼稚園

徳育幼稚園

東京恵比寿ライオンズクラブ(2回）

井田　隆司　

荻野　一三

梶原　ゑみ子　　(2回)

宮岡　佳子　　　(2回)

金井　和夫

古谷　圭一　

佐藤　久夫

坂本　千月

鹿村　洋人

小原　江理子

松井　亮輔

森　　啓一　　  (2回)

菅野　美和子　  (2回)

西村　誠剛　

石黒　健三　

石守　昭彦　　  (3回)

谷口　秀子

池亀　由美子

藤野　泠子

樋川　広美　

眞鍋　恵三

髙栁　恵介

匿　名　　　11件

(神奈川県)　

横浜海岸教会　(日キ教会)

厚木キリスト教会　(2回)

厚木教会

篠原教会

宿河原教会　(日基教団)

翠ヶ丘教会　(日基教団)

生田教会 　 (日基教団) 

藤沢教会　　(日基教団)

明治学院教会

フェリス女学院中学校高等学校

ホワイトボックス係  

横浜英和学院

関東学院中学校高等学校

聖園女学院高等学校中学校　

捜真女学校高等学部・中学部

東洋英和女学院大学 大学宗教委員会

和泉短期大学

ドレーパー記念幼稚園

関東学院のびのびのば園

厚木幼稚園

高座みどり幼稚園

桜が丘幼稚園

早苗幼稚園

相模翠ヶ丘幼稚園

アガペ祭実行委員会

株式会社カンテレ　　(2回)

株式会社さくらメンテナンス

株式会社パリー工芸

株式会社小島組　　　(2回)

株式会社茶利 シルバー事業部

小松原いきいき会

大澤商店

安嶋　房子

井出　繁

井上　雅美

遠藤　榮助　

花島　光男

皆川　美智子

橋本　直樹　　(2回)

栗原　一成　　(2回)

今回、皆さまからのご
寄付・献金の一部を使用
させて頂き、老朽化した
機器（レトルト印字機、
炊飯器）や食
の安全性向上
を目的とした
厨房器具（金
属異物検出装
置）を購入させて頂きました。

この場を借りて御礼申し上げると共に皆さまのご
来店を心よりお待ちしております。

3.「地域における公益的な取組」
2017 年 4 月から、無料連続公開講座を毎月開催し、

本年 5 月に第 14 回を迎え無事に終了することができ
ました。「発達障がいを理解して、共に歩む」と題して、
外部講師を 6 名お迎えし、「発達障がい」とそれを取
りまく課題をテーマとして行いました。

平均して、12 ～ 13 名の参加者があり、予定の時
間をオーバーすることも度々あり、皆さん活発な質
問や討議、情報交換が行われました。「地域における
公益的な取組」として日本キリスト教奉仕団が実施
した本企画については、地域住民の方々からもいろ
いろ貴重な意見・感想をいただきました。　ありが
とうございました。

【異物検出装置】

【印字機】


