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2015 年度を振り返って

1945 年に終戦し本年度は 70 年目に当たり、その
反省から国内でも様々な取り組みがされました。一
方で安全保障関連法案が成立し、戦後一度も戦争に
加担していない日本の平和に影響が懸念される事態
となりました。「平和を実現する人々は幸いである、
その人たちは神の子と呼ばれる」と聖書にあります。
30 年以上継続するアジア交換研修プログラムを通
して民間外交で平和を実現できるよう祈ります。

経済環境は「アベノミクス」の効果も限定的で、
消費税増税が見込まれるなか、今後も厳しい状況が
継続する前提での事業運営が必要です。

障がい者を取り巻く環境は、2014 年 1 月に我が
国が批准した国連・障害者権利条約に伴って諸法規
の改定が進んでいます。進捗する高齢化社会の現状
も踏まえ、「共に生き、共に歩む」当法人の基本姿
勢を各事業拠点で実現していく使命を再認識しなく
てはなりません。

アガペセンターの大規模改修、板橋工場の建て替
えを前年度に終了しましたが、今後更なる財政基盤
整備、不採算事業への対応が課題となっております。
事業結果
本年度は、9 月に 4 期 8 年ご奉仕された禿前理事

長の退任、そして 3 月に樋口常務理事の退任という
大きな人事の変化がありました。

事業活動計算書・経常増減差額ベースで、今年度
はマイナス 37 万円で、前年度から約 904 百万円の
大きな改善にはなっておりますが、いわゆる「赤字
体質」からの脱却には至っておらず、経営への取り
組みに課題を残し反省いたします。年度の収支差額
から一部事業では積み立てが出来ましたが、新年度
からは新たに板橋工場建て替えの借入金の返済が始

まります。将来への備えには不十分という現状で
す。

法人施設長会では、毎月各施設の定員充足率・
利用率の報告と対策を議論するとともに、定期理
事会・評議員会に対してはヒヤリハットなどの事
故件数、内容の報告を始め、サービスレベルの担
保に努めてまいりました。
「奉仕団のミッション（使命）を共有する」課題
で広く現状の認識と課題の洗い出しができました
事は幸いです。

昨年度より継続しております、毎月開催の経営
委員会では、取り組むべき項目の確認をし、次年
度施行の新法対策、不採算事業の継続的見直し、
Vision 策定委員会、IT 環境改善委員会の設置をし
ました。献金増加（ファンドレイジング）企画、
交換研修プログラムへの新たな取り組みなども議
論が進んでおります。
新年度に向けて
奉仕団全体として、変化する社会環境の中で、

今後「共に生き、共に歩む」べき方達のニーズを
的確に認識して、両センターの各事業所が「キリ
スト教精神に基づいて、人種、国籍、宗教の如何
を問わず、障がいを持つ方の尊厳を大切にして、
地域社会で生き生きと輝く生活をする」ことが更
に展開できるように運営していきます。

今までの皆さまからの心のこもったご支援とご
協力に心から感謝をいたします。今後も皆さまの
祈りに支えられ、「主の御心が実現」できる奉仕団
となりますよう、一層のご支援とご協力をお願い
いたします。心より主の導きに感謝して、

理 事 長 　 山 田 貫 司
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上村　浩　
上野　知子
新美　二郎
深瀬　文子　
水口　建子
菅原　あいし　(2回)
石川　琢馬　
石島　美智子
石本　光子
赤星　福子
千原　スズ子
大井　啓太郎
大堀　隆洋
津村　有紀子　
田口　弘子
田中　誠一　　(2回)
田中　槇子
田尾　敬延　　(2回)
渡辺　教
島村　美知子
藤本　直美
畠山　辰美
飯河　保
樋口　恵子　
樋口　哲夫　　(2回)
富沢　圭子
福井　啓子　　(2回)
平井　俊彰
蓬萊　裕
木立　市雄
落合　宏　　　(2回)
鈴木　幸子　
廣木　壽夫　
櫻井　元彦
澤田　芳巳
高橋　美貴子
髙橋　武弘　　(2回)
髙橋　和秋　
髙澤　一雄　
匿名 20件

　(山梨県)　
富士吉田キリストの教会
市川幼稚園・ひかりの家学園
石井　幹博　　(2回)
　(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）
河瀬　浩
　(京都府)　
同志社中学校　宗教部
越川　弘英　　(2回)
　(大阪府)　
堺教会　(日基教団)
増池　重雄
匿名　　　　　1件
　(兵庫県)　
関西学院宗教活動委員会
盛　　耕三
島田　恒　　(2回)
　(奈良県)　
大和キリスト教会　支援委員会
原田　佳卓
高谷　三郎　　(2回)
　(鳥取県)
匿名　　　　　1件
　(岡山県)
清心中学校・清心女子高等学校
　(広島県)　
天使幼稚園
　(愛媛県)　
長内　敬一
　(福岡県)　
市津　敏子

〈使途指定寄附金〉
　9件　1,740,000円　

(アガペセンターのために)
守谷　貞夫　(2回)
山田　耕二・登美子
番　枝美子
真名子 南津子　
中山　善夫
相模が丘地区民生委員児童委員協議会
 (新宿福祉作業所のために)
名取美智子
 (東京都板橋福祉工場のために)　
社会福祉法人東京コロニー
　東京都葛飾福祉工場

〈寄附物品〉　　2件
(新宿福祉作業所のために)　
若葉会　自動熱プレス機　1台
  (東京都板橋福祉工場のために)
東京都社会福祉協議会　
　卓球台　3台

以上



　(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
鎌島　純子
熊谷　トキ
　(茨城県)　
西方いずみ幼稚園

　(栃木県)　
石塚　信一　　(2回)
(群馬県)　
安中二葉幼稚園
坂本工業株式会社
　(千葉県)　
京葉中部教会　　　(日基教団)
五香教会

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
稲村　茂　
宮本　和武
浅野　重夫　　(2回)
　(東京都)　
カトリック・レデンプトール修道会 (2回)

2015 年度　寄附金総額　272 件　　5,906,566 円

ご芳名は地域の受付順となっております。尚、敬称は省略させていただきます。

2 3

過年度もクリスマスの時期に、1980 年以来公益
事業として展開している「アジア研修交流事業」と、
座間市にあります障がい者支援複合施設のアガペセ
ンターの施設整備のために寄附金・献金のお願いを
いたしまして、272 件、5,906,566 円の多額のご寄
附を賜りました。また、同年度中に指定寄付金とし
て、9 件、1,740,000 円、その他寄付物件として 2 件、
689,736 円、を頂き、総計 8,336,302 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、
以下により使わ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
「アガペ交換研修プログラム」
アジアの国・地域から、障がい当事者・障がい福

祉事業者を日本に招き、また当法人職員を始め日本
から各国に出向いて、お互いに学び合い研修を行っ
てまいりました。これまでの日本での研修の参加者
は、14 の国と地域から延べ 75 名になります。2 年
間の中止期間を挟んで、直近 6 年間は中国の福祉事
業の方達を招き、毎年8月から3か月間、法人内施設、
事業、外部の施設・大学・企業の協力を得て研修を
実施しております。3 月にはフォローのため 2 名（理
事長と監事）で中国を訪問して、研修の業績評価を
し、本年度も中国の施設からの研修生を受け入れる

2015 年度寄附金・献金の御礼とご報告
事としました。同時に延べ 5 年間継続する中国の研
修受け入れは本年で最後とし、次の候補地を探るべ
く、プレスタディーツアーを夏に実施します。秋に
はしばらく実施できなかった法人職員のスタディー
ツアーをして、プログラムの再活性化、と交流によ
り民間外交が「平和を作る」事を実施できるように
祈っております。すべての経費は皆さまからの貴重
なご寄附で運営されております。今後とも皆さまか
らの継続的なご支援をよろしくお願いします。

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巧化に対応して、
2015 年度には 4 台購入させて頂きました。皆さま
からのご寄附・献金はその一部として充当させて頂
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。

むさし小山教会　教会学校
下北沢聖書教会　　(同盟基督）
亀戸教会　　　　　(日基教団)
久が原教会　　　　(日基教団)
弓町本郷教会　　　(日基教団)　
聖書友の会
西落合キリスト教会　(ホリネス)
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)　
東村山教会　　　　(日基教団)
白鷺教会　　　　　(日基教団)
番町教会　　　　　(日基教団)
目白町教会　　　　(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　
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
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
中央会堂幼稚園
鶴川シオン幼稚園
徳育幼稚園
株式会社ジュエル第一
東京恵比寿ライオンズクラブ
安部　明郎
伊藤　博子　
沖山　和子
梶原　ゑみ子　(2回)
岩切　貴乃
久米　博
原田　澄子　　(2回)
古川　令治

江尻　美穂子
山川　幹夫　
山田　貫司　　(3回)
山田　美貴子
鹿村　洋人
小池　健治
小田　毘古
松井　亮輔
森　　啓一　　(2回)
菅井　徹郎
西村　誠剛　　(2回)
石黒　健三
石守　昭彦　　(2回)
池亀　由美子
朝岡　光子　
渡辺　綾
樋川　広美　　(2回)
武井　明　　　(2回)
武間　喜美
鈴木　栄　
鈴木　幸男
匿名　　　　　18件
　(神奈川県)　
横浜海岸教会　　(日キ教会）
溝ノ口教会　　　(日基教団)
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
湘南白百合学園小学校
聖園女学院生徒会　
捜真女学校高等学部・中学部
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
宮の台幼稚園
厚木幼稚園
高座みどり幼稚園
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　(2回)
株式会社さくらメンテナンス
株式会社小島組　
株式会社茶利　
小松原いきいき会
大沢商店　
有限会社ピアース　
有限会社水和
安嶋　房子
井出　繁
遠藤　榮助　　(2回)
河田　文子　
皆川　美智子
吉田　維彦
橋本　直樹　　(2回)
熊谷　敏博　　(2回)
栗原　一成　　(2回)
栗田　恵美子　(2回)
古田　和彦　　(2回)
江戸　冨士子　(2回)
高橋　芳次　
高瀬　英子　　(2回)
佐野　知子
斎木　満恵
山下　眞佐江　(2回)
山鹿　昭明・文子
山田　耕二・登美子　
山田　田鶴子
市村　美知子
小川　浩
小俣　和正　
松沢　明子
沼澤　和夫　　(2回)



　(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
鎌島　純子
熊谷　トキ
　(茨城県)　
西方いずみ幼稚園

　(栃木県)　
石塚　信一　　(2回)
(群馬県)　
安中二葉幼稚園
坂本工業株式会社
　(千葉県)　
京葉中部教会　　　(日基教団)
五香教会

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
稲村　茂　
宮本　和武
浅野　重夫　　(2回)
　(東京都)　
カトリック・レデンプトール修道会 (2回)
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渡辺　綾
樋川　広美　　(2回)
武井　明　　　(2回)
武間　喜美
鈴木　栄　
鈴木　幸男
匿名　　　　　18件
　(神奈川県)　
横浜海岸教会　　(日キ教会）
溝ノ口教会　　　(日基教団)
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
湘南白百合学園小学校
聖園女学院生徒会　
捜真女学校高等学部・中学部
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
宮の台幼稚園
厚木幼稚園
高座みどり幼稚園
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　(2回)
株式会社さくらメンテナンス
株式会社小島組　
株式会社茶利　
小松原いきいき会
大沢商店　
有限会社ピアース　
有限会社水和
安嶋　房子
井出　繁
遠藤　榮助　　(2回)
河田　文子　
皆川　美智子
吉田　維彦
橋本　直樹　　(2回)
熊谷　敏博　　(2回)
栗原　一成　　(2回)
栗田　恵美子　(2回)
古田　和彦　　(2回)
江戸　冨士子　(2回)
高橋　芳次　
高瀬　英子　　(2回)
佐野　知子
斎木　満恵
山下　眞佐江　(2回)
山鹿　昭明・文子
山田　耕二・登美子　
山田　田鶴子
市村　美知子
小川　浩
小俣　和正　
松沢　明子
沼澤　和夫　　(2回)
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2015 年度を振り返って

1945 年に終戦し本年度は 70 年目に当たり、その
反省から国内でも様々な取り組みがされました。一
方で安全保障関連法案が成立し、戦後一度も戦争に
加担していない日本の平和に影響が懸念される事態
となりました。「平和を実現する人々は幸いである、
その人たちは神の子と呼ばれる」と聖書にあります。
30 年以上継続するアジア交換研修プログラムを通
して民間外交で平和を実現できるよう祈ります。

経済環境は「アベノミクス」の効果も限定的で、
消費税増税が見込まれるなか、今後も厳しい状況が
継続する前提での事業運営が必要です。

障がい者を取り巻く環境は、2014 年 1 月に我が
国が批准した国連・障害者権利条約に伴って諸法規
の改定が進んでいます。進捗する高齢化社会の現状
も踏まえ、「共に生き、共に歩む」当法人の基本姿
勢を各事業拠点で実現していく使命を再認識しなく
てはなりません。

アガペセンターの大規模改修、板橋工場の建て替
えを前年度に終了しましたが、今後更なる財政基盤
整備、不採算事業への対応が課題となっております。
事業結果
本年度は、9 月に 4 期 8 年ご奉仕された禿前理事

長の退任、そして 3 月に樋口常務理事の退任という
大きな人事の変化がありました。

事業活動計算書・経常増減差額ベースで、今年度
はマイナス 37 万円で、前年度から約 904 百万円の
大きな改善にはなっておりますが、いわゆる「赤字
体質」からの脱却には至っておらず、経営への取り
組みに課題を残し反省いたします。年度の収支差額
から一部事業では積み立てが出来ましたが、新年度
からは新たに板橋工場建て替えの借入金の返済が始

まります。将来への備えには不十分という現状で
す。

法人施設長会では、毎月各施設の定員充足率・
利用率の報告と対策を議論するとともに、定期理
事会・評議員会に対してはヒヤリハットなどの事
故件数、内容の報告を始め、サービスレベルの担
保に努めてまいりました。
「奉仕団のミッション（使命）を共有する」課題
で広く現状の認識と課題の洗い出しができました
事は幸いです。

昨年度より継続しております、毎月開催の経営
委員会では、取り組むべき項目の確認をし、次年
度施行の新法対策、不採算事業の継続的見直し、
Vision 策定委員会、IT 環境改善委員会の設置をし
ました。献金増加（ファンドレイジング）企画、
交換研修プログラムへの新たな取り組みなども議
論が進んでおります。
新年度に向けて
奉仕団全体として、変化する社会環境の中で、

今後「共に生き、共に歩む」べき方達のニーズを
的確に認識して、両センターの各事業所が「キリ
スト教精神に基づいて、人種、国籍、宗教の如何
を問わず、障がいを持つ方の尊厳を大切にして、
地域社会で生き生きと輝く生活をする」ことが更
に展開できるように運営していきます。

今までの皆さまからの心のこもったご支援とご
協力に心から感謝をいたします。今後も皆さまの
祈りに支えられ、「主の御心が実現」できる奉仕団
となりますよう、一層のご支援とご協力をお願い
いたします。心より主の導きに感謝して、

理 事 長 　 山 田 貫 司
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上村　浩　
上野　知子
新美　二郎
深瀬　文子　
水口　建子
菅原　あいし　(2回)
石川　琢馬　
石島　美智子
石本　光子
赤星　福子
千原　スズ子
大井　啓太郎
大堀　隆洋
津村　有紀子　
田口　弘子
田中　誠一　　(2回)
田中　槇子
田尾　敬延　　(2回)
渡辺　教
島村　美知子
藤本　直美
畠山　辰美
飯河　保
樋口　恵子　
樋口　哲夫　　(2回)
富沢　圭子
福井　啓子　　(2回)
平井　俊彰
蓬萊　裕
木立　市雄
落合　宏　　　(2回)
鈴木　幸子　
廣木　壽夫　
櫻井　元彦
澤田　芳巳
高橋　美貴子
髙橋　武弘　　(2回)
髙橋　和秋　
髙澤　一雄　
匿名　　　　　20件

　(山梨県)　
富士吉田キリストの教会
市川幼稚園・ひかりの家学園
石井　幹博　　(2回)
　(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）
河瀬　浩
　(京都府)　
同志社中学校　宗教部
越川　弘英　　(2回)
　(大阪府)　
堺教会　(日基教団)
増池　重雄
匿名　　　　　1件
　(兵庫県)　
関西学院宗教活動委員会
盛　　耕三
島田　恒　　(2回)
　(奈良県)　
大和キリスト教会　支援委員会
原田　佳卓
高谷　三郎　　(2回)
　(鳥取県)
匿名　　　　　1件
　(岡山県)
清心中学校・清心女子高等学校
　(広島県)　
天使幼稚園
　(愛媛県)　
長内　敬一
　(福岡県)　
市津　敏子

〈使途指定寄附金〉
　9件　1,740,000円　

  (アガペセンターのために)　
守谷　貞夫　(2回)
山田　耕二・登美子
番　枝美子
真名子 南津子　
中山　善夫
相模が丘地区民生委員児童委員協議会
 (新宿福祉作業所のために)
名取美智子
 (東京都板橋福祉工場のために)　
社会福祉法人東京コロニー
　東京都葛飾福祉工場

〈寄附物品〉　　2件
(新宿福祉作業所のために)　
若葉会　自動熱プレス機　1台
  (東京都板橋福祉工場のために)
東京都社会福祉協議会　
　卓球台　3台

　　　　　　　　以上




