
平成２３年度総会報告 

平成２２年度事業報告 

  

概況 

平成２１年１２⽉１７⽇に当会はＮＰＯ法⼈の資格を得した。 

  

仙台市や宮城県の社協、市や県の福祉関係部⾨、市会議員、市⺠ボランティア
協議会などと連携し、運動の向上を図った。市⺠や施設などの研修会にも参加し、
講演活動やＰＲ活動をすすめた。市⺠や企業の協賛を広げる努⼒も続け、現在、
独⽴⾏政法⼈福祉医療機構に助成⾦の申請もしている。 

  

I.   事務会 
毎週⽕曜⽇の午後３時半より、事務会を開き、研修会、ＰＲ活動、⽂書作成、
各⽅⾯との連絡、募⾦、その他の計画と実施を⾏った。 
 

II.  役員会・総会 
第⼀回理事会 平成２２年１⽉２２⽇  
報告：特定⾮営利活動法⼈の設⽴について  
議事： 
 １．平成２１年度事業報告（任意団体） 了承 

 ２．平成２１年度会計報告（任意団体） 了承 
３．平成２２年度事業計画（法⼈）   了承 
４．平成２２年度会計予算案（法⼈）  了承 
５．会員募集、および会費徴収⽅法について 協議の上、原案承認 
６．その他 

第１回 総会 平成２２年５⽉２１⽇ 

１．平成２１年度事業報告（任意団体） 了承 



２．平成２１年度会計報告（任意団体） 了承 
３．平成２２年度事業計画（法⼈）   了承 
４．平成２２年度会計予算案（法⼈）  了承 
５．会員募集、および会費徴収⽅法について 承認 
６．その他 
 

Ⅲ．研修会（仙台市⽼⼈福祉施設協議会との共催） 
第１１回研修会 

⽇時：平成２２年１⽉２２⽇（⾦）午後５時から６時まで 
講演１．「⼈の悲しみを感じ共に居ることは」 ⼩林テイ⼦（⾃⽣苑傾聴
ボラ） 

 講演２．「ボランティアと施設の協調」吉永 馨（敬⽼奉仕会会⻑） 
 第１２回研修会 

⽇時：平成２２年３⽉１９⽇（⾦）午後５時から６時まで 
シンポジウム：介護ボランティアの現状 
１．齋藤信⼦(⽩東苑 副施設⻑) 
２．野辺地弘恵(パルシア 事務⻑) 
３．伊藤尚⼦(当会 ボランティア) 
  司会：吉永 馨（当会会⻑） 

第１３回研修会 平成２２年５⽉１９⽇ 午後５時から 
講演１：⾼橋 治 （仙台⽼⼈施設協議会会⻑）「特養ボランティアの現状
と将来」 
講演２：吉永 馨 （仙台敬⽼奉仕会会⻑）「⾒守り、寄り添い型ボランテ
ィア」 

第１４回研修会  
平成２２年７⽉２３⽇ 午後５時から 
シンポ：特養ボランティアを推進する 
 第 1 席：早川 敏（仙台市社会福祉協議会ボランティアセンター） 

第 2 席：鈴⽊和美（仙台敬⽼奉仕会） 
 第 3 席：千葉万⾥⼦（特養国⾒苑） 
 司会： 吉永 馨（仙台敬⽼奉仕会） 
第１５回研修会  

平成２２年７⽉２３⽇ 平成２２年９⽉１７⽇（⾦）午後５時から 
講演１．安孫⼦雅浩⽒（仙台市市会議員）「仙台市の介護保険制度につい

て」 
   講演２．河村善悦⽒（イシイ社環境保健部）「施設における集団感染 イ

ンフルエンザ、ノロウィルスなど」 



第１６回研修会  
平成２２年１１⽉２６⽇（⾦） 午後５時から 

１：⾼橋紗桐⼦（薬剤師）『オタワ（カナダ）でのボランティアの経
験』 
２：本多正久（医師、病院⻑）『グリーンフィールド（アメリカ）の
介護ボランティア』 

第１７回研修会  
平成２３年１⽉２１⽇（⾦）午後５時から 
シンポジュウム：介護ボランティアの現場から（司会 吉永 馨） 

１．岡本仁⼦（リーフ鶴ケ⾕） 
２．⼩林テイ⼦（⾃⽣苑） 
３．井上昭吾（せんだんの杜） 
４．本⽥ 明（仙台北区傾聴の会、せんだんの館） 

  

Ⅳ．啓発講演（理事⻑による） 

１．   ⽣と死を学ぶ 
仙台市宮城野地域在宅療養推進連絡会の研修会で講演 
⽇時：平成２２年６⽉２３⽇ 午後６時半から 

２．   ⻑寿社会を喜ぶために 
宮城県仙南在宅ホスピス連絡会総会、特別講演 
⽇時：平成２２年７⽉３１⽇ 午後２時から 

３．   敬⽼奉仕会、理念と概要 
仙台市ボランティア連絡協議会 創⽴２５年記念⼤会における特別講演 
⽇時：平成２２年１１⽉１⽇ 

４．   ガンの遺族の会における招待講演 
⽇時：平成２２年１１⽉２０⽇ 

 
Ⅴ．関連施設、団体 
 １． 仙台市⽼⼈福祉施設協議会 
 ２． 仙台市ボランティア連絡協議会 
 ３． 仙台市社会福祉協議会 
 ４． 独⽴⾏政法⼈福祉医療機構 
 ５． 仙台市市会議員有志 
 ６． 仙台ターミナルケアを考える会 
 ７． 宮城⾻髄バンク登録推進協議会 



 ８． 東北労災病院ボランティアの会 
 ９． リバーサイド市 
１０． ロサンゼルス市のケーローナーシングホーム 

Ⅵ．連絡を維持している組織 
１． 介護ボランティア、およびその候補者 １２２名 
２． 賛助会員 ５９名 賛助企業 数社 
３． 仙台市の福祉関係部局、宮城県の⻑寿社会政策課 
４． マスコミ関係：ＮＨＫ、河北新報、東北放送、東⽇本放送 

  
  
Ⅶ．広報活動 

１． ホームページ。研修会案内、研修の要約、定款、役員、理念などを随時
掲載した。 

 ２． ニュースレター。隔⽉に発⾏し、ボラ、賛助会員、介護施設に配布した。 
 ３． チラシ。研修会のたびに作成し、ボラ、賛助会員、介護施設に配布する

ほか、 
   ボランティア⽀援センターを通して市内のボランティア組織に広く配布
した。 
 
 

Ⅷ．ボランティアの⽀援 
ボランティアの実施者（現在は少なく１０名前後）に対し、交通費、作業⾐（エ
プロン）、記録紙や名札などを⽀給し、ボラ保険料を⽀出した。 

  



 

２２年度の会計決算

平成２２年度決算 

科⽬ ⾦額（円） 備考 

収⼊の部 

正会員会費 172,000 10 名 

賛助会員会費 351,000 ５９名 

寄付 644,000 ３社 

雑 832 利息 

出版物販売 101,000 安らぎの⻑寿考 

当期合計（A） 1,268,832   

設⽴時運営資⾦ 2,347,336   

収⼊合計（B） 3,616,168   

  

  



 

財産⽬録 平成２３年３⽉３１⽇現在

区分 数
量 ⾦額 備考 

基本財産 １．預⾦ ０円 

運⽤財産 
１．預⾦ 
  (普通
預⾦） 

３
通

２，７５７，４
２３円 

仙台銀⾏
ゆうちょ
銀⾏ 
七⼗七銀
⾏

２．現⾦ ０円 
    資産合計 Ａ           
２，７５７，４２３円 

負債 １．借⼊⾦ ０円 

 
２．預かり
⾦ ０円 

３．⽴替⾦ ４６，１２４円 
   負債合計              
４６，１２４円 
   正味財産 Ｃ＝Ａ－Ｂ        
２，７１１，２９９円 

  

  

  



平成２３年度事業計画 

  

概況 

当会発⾜６年⽬のなり、ＮＰＯ法⼈資格獲得後の２年⽬を迎え、当初の⽬的であ
る介護ボランティア育成の事業もかなり認知度が⾼まり、理解者、⽀援者も増え
てきた。この機にかんがみ、⼀層の進展を図るため、従来の研修会を継続実施し、
新しいボランティアの加⼊と実践を図っていく。 

諸団体との連携を深め、市⺠運動としての基盤を強める。そのため、県や市、⺠
間活動と協⼒するほか、⽶国を訪問し、かの地の制度を学び、取り⼊れ、国際的
な交流を作る。賛助組織の強化も必要であり、その拡⼤にも努⼒する。 

  

I.        研修会 従来通り、⽼施協と共催の形で隔⽉（奇数⽉）に実施する。 

II.      市⺠、福祉、その他の研究会、勉強会、総会などに機会を得て講演やアピー
ルを⾏う。 

III.   アメリカを訪問し、姉妹都市リバーサイドとロサンゼルスの介護施設を⾒
学・調査する。次年度は先⽅を招き、以後、相互訪問を定例化し、連携を進め
る。 

IV.    ボランティア実施者に対して交通費、作業⾐（エプロン）、記録紙などの援
助を⾏う。 

V.      広報活動（ホームページ、チラシ、ニュースレター、その他）に努め、ボラ
ンティアの募集、賛助会員の強化を⽬指す。 

VI.    市、県、社協、ボラ団体などとの連携を強化し、助け合う。当会の運動を⼤
きな市⺠運動になるよう努⼒する。 

  

平成２３年度予算（省略） 

  

  



 新役員及び現在会員 

 ３⽉３１⽇で役員の任期が切れ、新年度の役員選任が⾏われた。 
審議の結果、佐々⽊三朗監事が退任し、新たに⼭本蒔⼦⽒が理事に選任された。
他は留任となった。新役員は下記のとおりとなった。 

  

新理事会のメンバー 

 理事⻑  吉永 馨 

副理事⻑ 佐藤牧⼈ 

理事   古川 明  事務⻑ 

理事   ⾦⼦純雄 

理事   加藤邦夫 

理事   渋川直次 

理事   ⾼橋克⼦ 

理事   ⼭本蒔⼦ 

理事   ⼭陰 敬 

理事   猿橋春夫 

理事   伊藤尚⼦ 

理事   岡本仁⼦ 

理事   ⽯澤清暉 

監事   藤原 侃 

ボランティア及び賛助会員の現状は以下の通り 

1.       ボランティア、および予備ボランティア １２２名 

2.      賛助会員 ５９名 

 


