
平成２４年度総会報告 

 平成２４年５⽉１１⽇ 第２４回研修会の後、２４年度の総会を⾏いました。 

議案は協議に⾏い、⼀部修正のうえ原案が全て承認されました。承認済みのものを下に報告
します。 

平成２３年度事業報告 

 概況 

当会の⽬的は⾼齢化社会の安定的発展を図るため、介護ボランティアを充実興隆すること
です。その⽬的に従って隔⽉に研修会を実施しました。市⺠（ボラ側）と施設（受け⼊れ側）
が共に学ぶ研修会です。市⺠はボランティアを希望してもどこで何をすればよいか分からず、
施設は慰問団を受け⼊れることがボランティアだと思って、欧⽶型の寄り添いボランティア
の受け⼊れ⽅が分かりません。 

 当会が活動を始めた当初は欧⽶型に対する理解がなく、むしろこれを拒否する傾向があ
りましたが、研修を続けているうちに少しずつ理解が進み、欧⽶型ボランティアを受け⼊れ
る施設も現れてきました。かくて寄り添い型ボランティアも少数ながら始まりました。 

当会は研修の傍ら、ボラの交通費、被服費、ボランティア保険費その他を⽀給し、活動の円
滑化を図っています。 

 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、運動の向上を図りました。市⺠や施設などの研修会にも参加し、講演活動やＰＲ
活動をすすめています。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ます。 

 アメリカの介護事情、特に介護ボランティアの実情を学ぶため、平成２４年２⽉１２⽇
から１８⽇まで、仙台の姉妹都市のリバーサイドと、近くのロサンゼルスの介護施設を訪ね、
現状を視察・調査してきました。 

I.   事務会 
毎週⽕曜⽇の午後３時半より、事務担当の５〜１０名が事務会を開き、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いました。理事⻑、事務⻑、熱
⼼な理事は必ず出席しています。 
 
 



II. 役員会・総会 
第１回総会 平成２３年５⽉２０⽇ 

ホテル 仙台ガーデンパレス 午後６時半〜８時半 

１．平成２２年度事業報告 了承 

２．平成２２年度会計報告 了承 
３．平成２３年度事業計画   了承 
４．平成２３年度会計予算案  了承 

５．役員選任 監事佐々⽊三朗⽒転居のため辞任。⼭本蒔⼦⽒、新たに理事に選出さ
れた。その他は再任された。（資料、後に添付）。 
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１９回研修会 

⽇時：平成２３年５⽉２０⽇（⾦）午後５時から６時まで 

場所：ホテル 仙台ガーデンパレス 
テーマ：１、特養の最近の情勢（⽼施協会⻑ ⾼橋 治） 

    ２、特養における看取りについて（敬⽼奉仕会会⻑ 吉永 馨） 

  第２０回研修会 
⽇時：平成２３年９⽉３０⽇ 
場所：仙台市福祉プラザ 第１研修室 
主題：特養ボランティアの現場から――その更なる発展を⽬指して 

テーマ：災害ボランティア（シンポジウム） 

講師１．鈴⽊和美（敬⽼奉仕会）被災者⽀援の実践 

講師２．森⼭英⼦（仙台傾聴の会）避難所における傾聴ボランティア 

講師３．⼩林テイ⼦（⾃⽣苑ボランティア）⽯巻地区のボランティア活動を中⼼に 

司会:  吉永 馨(敬⽼奉仕会) 



  
第２１回研修会 平成２３年１１⽉２５⽇ 午後５時から 

仙台市福祉プラザ 第２研修室 
講演形式 
テーマ：認知症について学ぶ 

講師：吉永 馨（敬⽼奉仕会会⻑） 

  
第２２回研修会  

平成２４年１⽉２７⽇ 午後５時から 
仙台市福祉プラザ第１研修室 

テーマ：⽼齢社会について考える 

講師：⾼橋永郎⽒(社会福祉法⼈永楽会理事) 

  
第２３回研修会  

⽇時：平成２４年３⽉３０⽇ （⾦）午後５時から 
場所：仙台福祉プラザ 第１研修室 
テーマ：アメリカの介護制度、ボランティア制度を学ぶ（シンポジウム形式） 

講演１．⾦森従雄（社会福祉法⼈幸⽣会理事⻑） 
   講演２．⽥中伸弥（特養萩の⾵施設⻑） 

講演３．岡本仁⼦（介護ボランティア） 
   司会。 吉永 馨（当会会⻑） 

   

Ⅳ．啓発講演（理事⻑による） 

１．  ガンの遺族の会における招待講演 
於：宮城県⽴がんセンター⼤講堂 
⽇時：平成２２年１０⽉１５⽇ 
場所：県⽴がんセンター 
テーマ：週末とその後 
 

２．  ＮＰＯファルマ・ネット・ミヤギ７周年記念講演 
於：仙台メディアテーク 
⽇時：平成２３年１０⽉３０⽇ 



テーマ：いのちの不思議と尊厳 
 

３．  ⻘少年のための出前講座 
於 ：名取市増⽥中学校 
⽇時：平成２３年１０⽉１４⽇ 
テーマ：いのちのバント、ふれあい講座 命を考える 
 

４．  仙台市介護研修室 特別講演 
於 ：仙台シルバーセンター 

⽇時：平成２３年１２⽉６⽇ 
テーマ：終末期の医学知識 
 

V.     海外研修 
アメリカの介護施設と介護ボランティアの条項を視察調査するため、平成２４年２⽉１
２〜１８⽇、リバーサイド市とロサンゼルス市を訪問した。 
２⽉１３⽇ リバーサイド市 Villa Health Care Center 
２⽉１３⽇リバーサイド市 Palm Terrace Care Center 
２⽉１４⽇ ロサンゼルス市 Kero Nursing Home 
を訪問した。 
参加⼈員は１８名  
特養関係者：⾦森従雄、⻫藤信⼦、野辺地弘恵、⽥中伸弥 
ボランティア：⻫藤みさ⼦、島⽥康⼦、佐藤孝⼦、伊藤尚⼦、向井⽥ 洋、品川信良 
事務局：吉永 馨、⾦⼦純雄、鈴⽊和美、岡本仁⼦、原⼝智⼦ 
通訳：郡司克⼀、⿊河内⽟枝、佐藤真希⼦ 
 

VI.    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 ７０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。 

   
  

平成２３年度会計報告 
  

平成２３年度決算（平成２３年４⽉１⽇より平成２４年３⽉３１⽇まで） 

科⽬ ⾦額（円） 備考 

Ⅰ 収⼊の部 
 １ 会費収⼊ 698,000 698,000
    会員年会費 266,000 12 名 
    賛助会員年会費 342,000 64 名（寄付⾦）
    法⼈会員年会費 90,000 9 名（10,000×9）
 ２ 寄付⾦ 292,852 292,852 292,852 10 件 
 ３ 助成⾦ 300,000 300,000 300,000 1 社 
 ４ 雑収⼊ 507 507 507 利息他 

   当期合計（Ａ） 1,291,359
   前期繰越⾦ 2,812,199
   収⼊合計 （B) 4,103,558
 



Ⅱ ⽀出の部 
 １ 事業費 373,136 373,136
    海外研修 158,154 研修参加者援助他
    ボランティア派遣 133,295 交通費⽀援 
    研修事業 36,250 講師謝⾦など 
    広報宣伝 45,437 案内状、ニュースレター
 ２ 管理費 501,780 501,780
    通信費 7,730 礼状郵送料 
    電話料 12,680 電話、OCN 料⾦
    借室料 240,000 事務所賃貸料 
    事務⽤品 3,145 ⽂房具 
    消耗品 21,665 封筒、コピー代など
    会議費 53,310 総会会場費など
    ⼿数料 6,050 送⾦⼿数料など
    諸会費 3,000 泉区社会福祉協議会など
    雑費 40,100 登記変更料など

    当期出合計 （C) 874,916
    当期収⽀差額 （A)－（C） 416,443
    次期繰越額 （B）－（C）＝（D） 3,228,642
    ⽀出合計 （C）＋（D） 4,103,558

  
  

  



平成２４年度事業計画 
  

概況 

当会発⾜７年⽬のなり、ＮＰＯ法⼈資格獲得後の３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、⽀援者も増えてきました。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
と実践を図っていきます。 

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、⽶国から専⾨家を招待し、かの地の制度を学び、取り⼊れ、国際的な交流を進
めます。賛助組織の強化も必要であり、その拡⼤にも努⼒します。 

  

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.  １１⽉にアメリカから３名の専⾨家を招待し、施設を⾒て頂き、講演をして頂く計画で
す。専⾨家は姉妹都市リバーサイドとロサンゼルスの介護施設のボランティア担当者で
す。 

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します。 

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
動になるよう努⼒します。 

  
  
  



平成２４年度予算  
平 成 ２ ４ 年 度 事 業 収 ⽀ 予 算 (案) 

平成２４年４⽉１⽇〜平成２５年３⽉３１⽇

科            ⽬ 予 算 額   (単位円) 備   考
Ⅰ 収⼊の部 
  １ 会費収⼊ 700,000
    会員年会費収⼊ 300,000 １００⼈ 
     賛助会員年会費収⼊ 400,000 ６０社 
  ２ 寄付⾦収⼊ 350,000 10 件 
  ３ 助成⾦収⼊ 1,500,000 ５社 
  ４ 雑収⼊ 650
      受 取 利 息 650 0.00% 
  ５ 繰⼊⾦収⼊ 20,000
      収益事業からの繰
⼊⾦ 20,000 20 冊 

当 期 収 ⼊ 合 計 (A) 2,570,650
        前 期 繰 越 収 ⽀ 差 
額 3,228,642 

収 ⼊ 合 計 （Ｂ） 5,799,292
Ⅱ ⽀出の部 
  １ 事業費 2,060,000

     海外研修事業⽀出 1,000,000
海外交流講師招待⽀援ほ

か 
     ボランティア派遣事業⽀出 500,000 交通費ほか
     研修事業⽀出 300,000 講師謝⾦ほか
     シンポジューム事
業⽀出 20,000 講師謝⾦ほか 

     広告宣伝事業⽀出 60,000
ニュースレター、ポスター

ほか 
     交流推進事業⽀出 150,000 企画・営業 
     実⾏委員会事業⽀
出 30,000 会場費ほか 

  ２ 管理費 509,500
     通信費 138,000 切⼿、電話代ほか

事務所賃借料 240,000
画像医学と脳健診２
階 

事務⽤品費 3,500 ⽂房具ほか
消耗品費 25,000 封筒、コピー代ほか



会議費 55,000 社員総会会場費ほか

諸会費 3,000
泉区社会福祉協議会
等 

雑費 45,000 変更登記費⽤ほか
当 期 ⽀ 出 合 計 （Ｃ） 2,569,500

当 期 ⽀ 出 差 額 （Ａ）－（Ｃ） 1,150
     次期繰越収⽀差額（Ｂ）－（Ｃ）

＝（Ｄ）
3,229,792 

 
⽀  出  合  計 （Ｃ）
＋（Ｄ） 5,799,292 

 

  
  



役員変更 
  

新たに２⼈の理事が選任されました。従来の役員は全員再任となりました。 
  

役員（平成２４年総会後） 

  

理事⻑   吉永 馨 

副理事⻑  佐藤牧⼈ 

理事    古川 明  事務局⻑ 

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 

理事    ⼭本蒔⼦ 

理事    鈴⽊和美 

理事    折腹実⼰⼦ 

監事    藤原 侃 

  
 


