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ふくでんかい便り
第三期工事の宮代学園が完成しました。

太田理事長より
平成 23 年度から始まった福田会三か年整備計画は宮代学園の竣工で一応の
完成を見ました。第一期工事の高齢棟以外の建物は既存の施設が老朽化して
ため改築が急務でありました。そのような中、消費税の増税や東京オリンピッ
クの開催決定など建築費高騰の要因があり、今回のチャンスを逃すと次はい
つ建てられるかわからない状況でしたが関係者の皆様の多大なるご尽力の結
果最後まで建築を進めることができました。法人を代表し厚くお礼を申し上
げます。
一方、昨年から立ち上げました後援会も安倍昭恵会長のご尽力で会員数も
150 名を超え、今年度も新たな会員を募集中でございます。社会福祉法人の安

理事長
太田 孝昭

定経営のためには皆様のご支援が必要となりますので今後ともよろしくお願
いいたします。

安倍昭恵後援会長から
秋晴れの心地よい季節となり、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申
し上げます。
平素より社会福祉法人福田会の活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとう
ございます。
福田会では日々子どもたちの元気な声が溢れています。
9 月に完成した「広尾フレンズ」では子どもたちがそれぞれ自分の部屋を持て
ることになり、宿題や試験勉強をするにあたり集中できる教育環境が整備されま
した。ある子どもは「お友達もすぐ隣の部屋にいるから、もう一人でも眠れるよ！」
と笑顔で逞しく話してくれました。

後援会長
安倍 昭恵

障害児入所施設の「宮代学園」も 10 月に無事完成・開所しました。この家庭的な雰囲気の施設で、障害を
抱える子どもたちが多くの方々に優しく見守られながら、それぞれの個性を発揮して自立した生活と社会へ
の参加の一歩を踏み出せることを心から願っています。
これらの施設を開所することができましたのも、ひとえに皆様のご支援とご協力の賜物と心から感謝申し
上げます。
皆様ご承知のように、福祉を取り巻く状況は大変厳しいものとなっています。また、未来のある子どもた
ちに充分な生活環境を維持するために、施設の建て替えや維持はじめ、様々な対応が必要となってきており
ます。
皆様には、施設運営の趣旨をご理解いただき、ぜひとも後援会に入会いただき、福田会の活動を応援くだ
さいますよう、心よりお願い申し上げます。

第３期建築工事
■ 宮代学園の建設の状況
前号では 2 階部分の工事の状態をお知らせしました。3 階 4 階と建物が伸びとうとう完成しました。引越しを 10 月
19日に控え子ども達は新しいお部屋での生活が待ちきれない様子です。
今回は旧けやき寮（女子寮）を取
り壊してから建物が完成するまでの
様子を写真でご紹介いたします。新
しく生まれ変わった宮代学園ですが
今までの歴史があったからこそ現在
があります。あらためて今までの
様々なことに感謝して新しい扉を開
けていきたいと思います。

宮代学園
■ 夏の外出「ディズニーランド」
7 月 23 日（水）に『夏の外出』で大好きな東京ディズニーランドに行きました。水のかかるショーでは水を
掛けてもらって大喜びをする子どもたち。ジェットコースターに乗り怖くてひきつった顔から安堵の笑顔の子
どもたち。キャラクターと写真を
とり大興奮の子どもたち。笑顔が
絶えず暑さを忘れて楽しんでいま
した。
「楽しかった〜また行きた
い」と言う子ども達がたくさんい
ました。ステキな夏の思い出にな
りました。

■ やきにく
（829）の日
毎年 8 月 29 日はやきにく（829）の日ということで毎年、株式会社 叙々苑様よりたくさんの焼肉のお肉をご
寄附頂いています。今年もご寄附を頂き子どもたちは朝から「今日のお昼は焼肉！」と楽しみにしていました。
せ っかくの 美 味 し い お 肉なの で
バーベキューコンロを出して炭火
で焼いて子どもたちに食べてもら
いました。みんなお腹いっぱい大
満足でした。夏休み最後の思い出
となりました。叙々苑様、ありが
とうございました。

広尾フレンズ
昨年９月に改築後の建物に引越してから早いもので１年経ちました。ようやく落ち着いた生活になってき
ましたが本園の生活が長い児童からは、またグラウンドが欲しい、サッカーしたいと昔を懐かしむ声も聞か
れます。平屋の生活から４階建てになりましたが、子どもの成長にはやはり「思い切り遊ぶ」ことが大切だ
と思いました。全体の整備計画にグラウンド整備もあるので、子どもたちにはもう少し待ってもらうことに
なります。

青森の木村さんありがとう

ホストファミリーさん顔合わせ

ホストファミリーさんBBQお別れ会

さて、
今回は夏休みの子どもたちの様子をお知らせします。恒例となった「新郷村ステイ」を今夏も行いました。
今回は、村民の方のご自宅でホームステイをさせてもらい３泊４日
を過ごしました。幼児から中学生まで１７名、職員８名が３〜４人
に別れて各家で「田舎のおじいちゃん、おばあちゃん（ではない人
もいますが）の家」として過ごしました。今回は村長さんの家でも
受け入れてくださいました。
「また行きたい！」という声も多く聞
こえます。
新郷村の皆さん、本当にありがとうございました。
大自然の中

広尾グリーンハウス・グループホーム広尾
高齢施設では今年 7 月 18 日の「マンデラデー」に南アフリカ
共和国大使館公使や国連大学の皆様が来所されボランティア
活動をして下さいました。
（写真 1）またグループホーム広尾では
8 月 25 日に夏祭りを行い児童施設の子どもたちとの交流もあり
楽しい一日を過ごしました。（写真 2）
9 月 16 日には敬老会を行い、アコーディオン演奏による「パリ
の空の下」・「蘇州夜曲」等を皆で歌う等和やかなひと時を過ご
しました。（写真 3）その後、広尾グリーンハウスではお茶会を
行い、ビンゴゲームを楽しみました。（写真 4）
9 月 18 日には避難訓練を行いました。（写真 5）

（写真2

夏祭り）

（写真3

敬老会）

（写真1 マンデラデー）

（写真４ ビンゴゲーム）

（写真5

避難訓練）

第4 回広尾素読会
第4回広尾素読会
第４回広尾素読会を９月１４日（日）に後援会会長の安倍昭恵様に
お越しいただき開催しました。毎回参加されている地域の皆様や福田
会の子どもや高齢者施設の利用者、それに後援会会員の皆様で 60 名以
上の方々が参加されました。
安倍昭恵様からはご挨拶の中で、素読と巡り合った経過や姿勢を正
して大きな声を出すことの素晴らしさについてお話がありました。
今回は、鈴蘭会の安松鈴代会長、長谷川裕一顧問（株式会社はせが
わ相談役）に加えシルバーグループの木村和年次長が今後の取組みに
向けて八戸から参加されました。
素読会は、鎌倉の建長寺や大学等で定例的に開催されていますが福
田会の「広尾素読会」も定着化しつつあります。次回は隔月で 11 月を
予定しています。具体的日程はホームページ等でお知らせいたします。
どうぞ次回素読会にお気軽にご参加ください。お待ちしております。

福田会からのお願い
〜福田会からのお願いで す〜

バザー用品を募 集しております 。ご協力をお願いします。

毎年、
「広尾フェスティバル」や「渋谷区民フェスティバル」等でバザーを行っており、収益は福田会の入所児・
利用者、法人運営の為に使わせていただいております。
つきましては、贈答品・引き出物・雑貨類・玩具・新品、未使用の衣類等のご寄附を募っております。もし、
ご家庭で眠っている物がございましたら福田会にお持ち頂くか、お送り頂けたら大変有難いと思っております。
また、勝手をいって大変申し訳ないのですが、ぬいぐるみや衣類は新品のみでのお願いをしたいと思います。
新品に近いものやクリーニング済の物の場合でも、バザーでは販売が難しいのでご容赦頂きたいと思います。
皆様のご協力をお願い致します。
〒150-0012 渋谷区広尾４−２−１２ 社会福祉法人 福田会
※お問い合わせ 電話：03-5466-0459 mail：fukudenkai@fukudenkai.or.jp 担当：坂路（さかじ）

皆様のご厚意に感謝致します
＜本部＞岩渕成祐・美嘉、
榎本智光、
太田孝昭、
金澤紀子、
株式会社奥本いろは堂、
株式会社ハーモニー２１、
㈱東横イン 代
表執行役社長 黒田麻衣子、
熊谷純一、
公益財団法人 アジア福祉教育財団、
阪田雅裕、
坂井雄彦、
サントリービバレッジサー
ビス株式会社、
清水康之、
スコットマッケンジー、
田阪友隆、
テレビ朝日福祉文化事業団、
東京チャリティーカップ2013、
ＭＵＲＰ
ＨＹ，
ＪＯＨＮ ＴＥＲＲＥＮＣＥ、
峰村孝子・木村聖子、
蓑田秀策、
森亮子、
鎗田憲男＜宮代学園＞有澤久美子、
株式会社 晃
永 野瀬明美、
株式会社 叙々苑、
茂山麗偉子、
向山充博＜広尾フレンズ＞朝日新聞西麻布販売所、
小笠原敏彦、
株式会社奥本
いろは堂、
金子久美子、
嘉納おりえ、
㈱チュチュアンナチュチュアンナ1％クラブ、
㈱ＮＴＴ−ＭＥＮＷＳ事業本部東日本テクニカ
ルセンタ企画グループ、㈱ウィルビィ、亀田製菓㈱代表取締役社長田中通泰、
川代ものづくり学校高橋勝悦子、
関東アイスク
リーム協会、
木村聖子、
小西健裕、
四ヶ所純子、
新郷村婦人部会長佐藤久美子、
菅沼恵子、
杉浦健二、
須藤良美・奥様、
聖心イ
ンターナショナルＰＴＡ、
セカンドハーベストジャパン、
竹原聰子、
田中信幸新郷村役場総務課企画グループ、
中川洋、
平井由美
江、
星川、
村滋、
山岸英樹＜グループホーム広尾＞梅小路美子、
及川京様ご長女、
菊谷登紀子、
北村淑子、
楠原様ご長女、
斉
藤進、
坂様ご長女、
長田ムツ子、
中土井様ご長女、
中村久仁子、
深谷ミナ、
森谷真一＜広尾グリーンハウス＞内本越子、
割田陽
子、
小林チヨ子、
小池まり子、
後藤典子、
齋藤知子、
斎藤譲、
佐久間憲子、
渋谷区シルバー人材センター、
遠山順子、
中村久仁子、
前田担、
山口福子、
山本八重子、
吉田亜紀子
〜ありがとうございました〜
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 4-2-12 社会福祉法人 福田会
電話. 03-3400-4009（広尾フレンズ）／03-3407-3433（宮代学園）／03-6418-5548（広尾グリーンハウス）／03-6418-5587（グループホーム広尾）
FAX . 03-3407-0478
（全施設共通）
E-mail. tokyohonin@fukudenkai.or.jp
（広尾フレンズ） ／ miyashiro@fukudenkai.or.jp
（宮代学園）
greenhouse@fukudenkai.or.jp
（広尾グリーンハウス） ／ grouphome@fukudenkai.or.jp
（グループホーム広尾）
http://www.fukudenkai.or.jp

ホームページもご覧下さい

