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2014 年度を振り返って

一昨年の役員研修会で私は「当法人の理念の確
認」、「社会福祉のニーズと経営の課題」、「法人の組
織・理事会の強化」、「中期経営計画」等を課題とし
て説明してきました。今年度もこの諸課題を念頭に
置いて法人経営を進めてまいりました。特に、今年
度から「法人経営委員会」を設置し毎月協議を重ね
て、経営幹部は法人全体の諸課題を共有できてきた
ものと考えています。「アガペ」を冠するキリスト
教社会福祉の場でも、あえて「経営」と言う側面を
強調しなければなりません。

会計的な概要を報告しますと、今年度の事業活動
資金収支差額の部分では△ 66 百万円で、前年度に
比して約 15 百万円ほど悪化している状態です。法
人の運営には厳しいものがあり、施設の運営とミッ
ション ( 使命 ) の遂行とが円滑に回ることが難しい
時代です。理事会の責任には、このミッションの遂
行と健全な経営の確保という課題があります。

2014 年は「アガペ授産所」の開設から 50 年にあ
たり、6 月には記念会を開催し多くの方々のご出席
を頂き感謝いたします。これを機に、更に地域福祉
を充実させるべくアガペセンターの活動を発展させ
ていきたいと考えています。アガペセンターの壱番
館、南館等の建物の老朽化に伴い大規模な外壁工事
を実施しました。また、6 月にはグループホームと
して、2 番目の施設、スマイルⅡを開設いたしまし
た。これまで長く勤めてこられた斎木満恵センター
長は年度末の節目に退職し、次年度から田中誠一セ
ンター長が勤めることになります。

アガペ東京センターでの動きは、2012 年度に始

まった施設建替え工事がようやく完成し、3 月に
竣工式を迎えることができました。これまで、い
ろいろとご協力頂きました、行政当局、設計監理
者、施工業者の方々の尽力に感謝致します。同時
に東京都板橋福祉工場は開設より 40 周年を迎えま
した。今後、新しくなった施設を活用して就労支
援事業を展開することとなりますが、事業運営は
まだ緒に就いたばかりで課題もあろうかと思いま
すが、皆さまのご支援ご協力をお願いいたします。
また、新宿区立新宿福祉作業所は、2015 年度から
5 年間の指定管理者として更新を行うことができ
ました。これまでのご支援に感謝すると共に、今
後とも、皆様の更なるご支援ご協力をお願いいた
します。

両センターが共に、変貌する地域社会のニーズ
に応えて、地域社会に仕えることは福祉の重要な
課題ですが、私達の法人の目指すものをいつも確
認して行きたいと思います。定款の「目的」には「キ
リスト教精神に基づいて」が最初の言葉です。そ
して「人種、国籍、宗教の如何を問わず、利用者
の個人の尊厳を大切にし、地域社会で生活をする」
が続きます。福祉の働きがミッション ( 使命 ) であ
り、それを支える「キリスト教精神」を大切にす
る事もミッションです。法人に関わる働き人すべ
てが、この精神を理解し担わねばなりません。

これまでの皆さんからの温かいご支援ご協力を
心から感謝し、今後とも私たちの働きをお祈りの
うちに加えて頂き、なお一層のご支援をお願いい
たします。

理 事 長 　 禿 　 準 一
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（北海道）　
小樽シオン教会　（日キ教会）
燈台の聖母トラピスト修道院
稚内ひかり幼稚園
（茨城県）　
西方いずみ幼稚園
（群馬県）　
安中二葉幼稚園
（千葉県）　
京葉中部教会　　（日基教団）
市川三本松教会　（日基教団）

松戸教会　　　　（日基教団）
ソフィア幼稚園
（東京都）
カトリック・レデンプトール修道会 （2回）
むさし小山教会　教会学校
下北沢聖書教会（同盟基督）
久が原教会　　（日基教団）
弓町本郷教会　（日基教団）
聖書友の会
早稲田教会　　（日基教団）
中目黒教会　　（日基教団）

田園調布教会　（日基教団）　
東京信愛教会　（日基教団）
東村山教会　　（日基教団）
白鷺教会　　　（日基教団）
番町教会　　　（日基教団）　
本多記念教会　（日基教団）
目白町教会　　（日基教団）
霊南坂教会　　（日基教団）
頌栄教会　　　（日基教団）
暁星小学校 シャミナード会
玉川聖学院

2014 年度　寄附金総額　277 件　　2,963,718 円

　多くの団体・個人の方からご寄附を頂いておりますが、プライバシー保護の観点から個人名の掲載を控え

させていただきました。

2 3

当法人が行う国際協力事業「アジア研修交流事
業」と、当法人の障がい者支援施設であるアガペセ
ンターの施設整備事業のためクリスマス時期に寄附
金・献金をお願いしましたところ 277 件 2,963,718
円、及び 2014 年度中の指定寄附金として 32 件
2,844,469 円、その他寄附物品 2件 2,050,000 円、
総合計 7,858,187 円という多額のご寄附を頂きま
した。下記の通りご芳名を記して、心より感謝申し
上げます。ご寄附・献金は募金の趣意書に記しまし
たとおり下記のように使わせて頂きました。

1	 アジア研修交流事業
「アガペ交換研修プログラム」
この事業は、アジアの国 ･ 地域から障がい者の福

祉に従事する人々を日本に招き、また日本からも出
かけ、互いに学び合い研修を行うものです。1980
年よりこれまでの参加者は、インド、フィリピン、
中国等 13 の国 ･ 地域から 74 名になりました。昨
年度は　中国から 1 名の研修生を、8 月から 10 月
迄の期間、当法人施設・事業、外部の施設にご協力
を頂き研修を行いました。今年度も中国から 1 名の
研修生を招く予定です。この事業は社会福祉事業で

2014 年度寄附金・献金の御礼とご報告
はなく公益事業として実施しており、すべての経費
は皆様からのご寄附等で運営されています。昨年度
の当事業は報告書「共に生きる 32 号」に詳細を記
しています。重ねて皆様からの温かいご寄附・献金
に感謝申し上げます。今後ともご支援のほどよろし
くお願いいたします。

2	 アガペセンター施設整備事業
アガペセンターでは、壱番館の施設整備事業の一

環として、主に介護用ベッドの老朽化に対応して、
2014 年度には４台購入しました。皆さまから頂き
ましたご寄附、献金はその費用の一部に充当させて
頂きました。今後とも温かいご支援をよろしくお願
い申し上げます。

聖学院小学校　児童会宗教部
聖心インターナショナルスクール
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
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
草苑幼稚園
中央会堂幼稚園
鶴川シオン幼稚園
徳育幼稚園
アガペ東京センター募金箱
住友生命保険相互会社　総務部
東京恵比寿ライオンズクラブ
有限会社小林洋文堂
有限会社新星舎印刷所
（神奈川県）
まぶね教会　　（日基教団）
横浜海岸教会　（日キ教会）
厚木キリスト教会（ホーリネス）
溝ノ口教会　（日基教団）
高座教会（カンバーランド長老）(2回）
篠原教会　　（アッセンブリー）
宿河原教会　（日基教団）
新丸子教会　（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）
フェリス女学院中学高等学校
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
関東学院六浦中学校・高等学校
湘南白百合学園小学校
聖園女学院生徒会
捜真女学校中学部・高等学部
東洋英和女学院大学
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
桜ヶ丘幼稚園
相模翠ヶ丘幼稚園
アガペ献金箱
アガペ祭実行委員会
株式会社カンテレ
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
株式会社茶利
大沢商店
柳電気商会
有限会社水和
降矢医院
（山梨県）
富士吉田キリストの教会
（新潟県）
株式会社ベーシック　（2回）
（石川県）
川上幼稚園
（静岡県）

浜松海の星高等学校
相生保育園
（愛知県）
一宮教会（基督兄弟団）
（京都府）
ノートルダム学院小学校
同志社中学校
同志社幼稚園
（兵庫県）　
関西学院宗教活動委員会
（奈良県）　
大和キリスト教会　支援委員会
（鳥取県）　
良善幼稚園
（岡山県）
清心中学校・清心女子高等学校
（広島県）　
天使幼稚園
（山口県）　
梅光学院中学校・高等学校

〈使途指定寄附金〉
　32件　2,844,469円　
（アガペセンターのために）

えぷろん
小松原いきいき会

〈寄附物品　2件〉
（アガペセンターのために）
神奈川自動車会議所
　車輌　1台
（東京都板橋福祉工場のために）
　ピアノ　1台

　以上
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