
 

若
 元号が令和に変わり、初めての夏が到来しようとしています。竹原市の今年は例年になく梅雨入りの遅い
季節でした。ちょうど⼀年前⻄⽇本豪雨があり、各地に甚⼤な被害をもたらした事を昨⽇の事の様に思い出
されます。「自分の身は自分で守る」それを教訓にこの梅雨の時期を過ごしたいですね。
 初の⼤型１０連休。連休中をどのように過ごしたのか、皆さんに聞いてみました。
◎いつも通りの買い物をした
◎宮島に行った。かき氷を買ったのに、鹿に食べられた
◎⺟と⽇帰りで⼤⼭までドライブに行った
◎⻄条や三原に行って忙しかった
◎パチンコ三昧でした
◎焼肉を食べた
◎⻄条に行ってパチンコで少しだけ勝った
◎夕食を友達と食べに行った
◎フラワーフェスティバルに行った
◎畑の手伝いをした
◎⼀週間で読もうと思った５４巻の漫画を３⽇で読んでしまった
◎どこにも行かず、家の周りを掃除して近所の人に褒められた
◎５月５⽇、広島の友だちに会いに広島へ行った。あとは夜更かしをした
◎釣りに行った。スズキを釣りたかったが、ダツしか釣れなかった
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若 
元号が令和に変わり、初めての夏が到来しようとしています。竹原市の今年は例年になく梅雨入りの遅い

季節でした。ちょうど⼀年前⻄⽇本豪雨があり、各地に甚⼤な被害をもたらした事を昨⽇の事の様に思い出
されます。「自分の身は自分で守る」それを教訓にこの梅雨の時期を過ごしたいですね。

初の⼤型１０連休。連休中をどのように過ごしたのか、皆さんに聞いてみました。
◎いつも通りの買い物をした
◎宮島に行った。かき氷を買ったのに、鹿に食べられた
◎⺟と⽇帰りで⼤⼭までドライブに行った
◎⻄条や三原に行って忙しかった
◎パチンコ三昧でした
◎焼肉を食べた                    
◎⻄条に行ってパチンコで少しだけ勝った
◎夕食を友達と食べに行った
◎フラワーフェスティバルに行った
◎畑の手伝いをした                  
◎⼀週間で読もうと思った５４巻の漫画を３⽇で読んでしまった
◎どこにも行かず、家の周りを掃除して近所の人に褒められた
◎５月５⽇、広島の友だちに会いに広島へ行った。あとは夜更かしをした
◎釣りに行った。スズキを釣りたかったが、ダツしか釣れなかった

寄付・寄贈お礼を申し上げます

 升元恵三郎さま
    中島 武嗣さま
    照蓮寺佛教婦人会さま
    竹原地区小型船舶連合会さま

 中本 普己さま
    風藤 辰彦さま
    生信 正則さま
    平木 寿⼀さま
    仲元  武さま
    前川 広恵さま
    唐口 真司さま
    田中 和夫さま
    宇根元年美さま
    小島 和幸さま
    岩下 和雄さま

 竹 
元号が令和に変わり、初めての夏が到来しようとしています。竹原市の今年は例年になく梅雨入りの遅い

季節でした。ちょうど⼀年前⻄⽇本豪雨があり、各地に甚⼤な被害をもたらした事を昨⽇の事の様に思い出
されます。「自分の身は自分で守る」それを教訓にこの梅雨の時期を過ごしたいですね。

初の⼤型１０連休。連休中をどのように過ごしたのか、皆さんに聞いてみました。
◎いつも通りの買い物をした              
◎宮島に行った。かき氷を買ったのに、鹿に食べられた
◎⺟と⽇帰りで⼤⼭までドライブに行った
◎⻄条や三原に行って忙しかった
◎パチンコ三昧でした                 

                    
◎⻄条に行ってパチンコで少しだけ勝った
◎夕食を友達と食べに行った              
◎フラワーフェスティバルに行った

                  
◎⼀週間で読もうと思った５４巻の漫画を３⽇で読んでしまった
◎どこにも行かず、家の周りを掃除して近所の人に褒められた
◎５月５⽇、広島の友だちに会いに広島へ行った。あとは夜更かしをした
◎釣りに行った。スズキを釣りたかったが、ダツしか釣れなかった

お礼を申し上げます

升元恵三郎さま 
武嗣さま 

照蓮寺佛教婦人会さま
竹原地区小型船舶連合会さま

普己さま  竹信
辰彦さま  浜田みはるさま
正則さま  匿名希望
寿⼀さま  唐口

武さま  下森
広恵さま  ⼤畠美恵子さま
真司さま  上⼾
和夫さま  ⼭内

宇根元年美さま  久保田寛子さま
和幸さま  中村
和雄さま  竹前

 
元号が令和に変わり、初めての夏が到来しようとしています。竹原市の今年は例年になく梅雨入りの遅い

季節でした。ちょうど⼀年前⻄⽇本豪雨があり、各地に甚⼤な被害をもたらした事を昨⽇の事の様に思い出
されます。「自分の身は自分で守る」それを教訓にこの梅雨の時期を過ごしたいですね。

初の⼤型１０連休。連休中をどのように過ごしたのか、皆さんに聞いてみました。
              

◎宮島に行った。かき氷を買ったのに、鹿に食べられた
◎⺟と⽇帰りで⼤⼭までドライブに行った        
◎⻄条や三原に行って忙しかった            

                 
                    

◎⻄条に行ってパチンコで少しだけ勝った        
              

◎フラワーフェスティバルに行った           
                  

◎⼀週間で読もうと思った５４巻の漫画を３⽇で読んでしまった
◎どこにも行かず、家の周りを掃除して近所の人に褒められた
◎５月５⽇、広島の友だちに会いに広島へ行った。あとは夜更かしをした
◎釣りに行った。スズキを釣りたかったが、ダツしか釣れなかった

お礼を申し上げます 

照蓮寺佛教婦人会さま 
竹原地区小型船舶連合会さま 

竹信 忠⺒さま
浜田みはるさま
匿名希望 さま
唐口 克己さま
下森 征子さま
⼤畠美恵子さま
上⼾ 文尚さま
⼭内 英明さま
久保田寛子さま
中村 聡真さま
竹前 勇二さま
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元号が令和に変わり、初めての夏が到来しようとしています。竹原市の今年は例年になく梅雨入りの遅い
季節でした。ちょうど⼀年前⻄⽇本豪雨があり、各地に甚⼤な被害をもたらした事を昨⽇の事の様に思い出
されます。「自分の身は自分で守る」それを教訓にこの梅雨の時期を過ごしたいですね。

初の⼤型１０連休。連休中をどのように過ごしたのか、皆さんに聞いてみました。
              

◎宮島に行った。かき氷を買ったのに、鹿に食べられた
        

            
                 

                    
        

              
           

                  
◎⼀週間で読もうと思った５４巻の漫画を３⽇で読んでしまった
◎どこにも行かず、家の周りを掃除して近所の人に褒められた
◎５月５⽇、広島の友だちに会いに広島へ行った。あとは夜更かしをした
◎釣りに行った。スズキを釣りたかったが、ダツしか釣れなかった

忠⺒さま 
浜田みはるさま 

さま 
克己さま 
征子さま 

⼤畠美恵子さま 
文尚さま 
英明さま 

久保田寛子さま 
聡真さま 
勇二さま 
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元号が令和に変わり、初めての夏が到来しようとしています。竹原市の今年は例年になく梅雨入りの遅い
季節でした。ちょうど⼀年前⻄⽇本豪雨があり、各地に甚⼤な被害をもたらした事を昨⽇の事の様に思い出
されます。「自分の身は自分で守る」それを教訓にこの梅雨の時期を過ごしたいですね。

初の⼤型１０連休。連休中をどのように過ごしたのか、皆さんに聞いてみました。
              ◎東京ドームと神宮球場に野球を見に行った

◎宮島に行った。かき氷を買ったのに、鹿に食べられた  ◎⻄条に行って買物をした
        ◎⼀人で三原のフジグランに行った

            ◎どこにも行っていない
                 ◎ラーメンを食べに行った

                    ◎家でゴロゴロ過ごした
        ◎墓参りに行って部屋の掃除もした

              ◎お店のバイトをした
           ◎バーベキューをした

                   
◎⼀週間で読もうと思った５４巻の漫画を３⽇で読んでしまった 
◎どこにも行かず、家の周りを掃除して近所の人に褒められた 
◎５月５⽇、広島の友だちに会いに広島へ行った。あとは夜更かしをした
◎釣りに行った。スズキを釣りたかったが、ダツしか釣れなかった

5 ⽇ 七夕の昼食
６⽇ マナー勉強会（⼤崎上島町）
8 ⽇  地域生活支援ＷＧ会議
12 ⽇ 県精神障害者事業所職員会役員会議（若竹）
18 ⽇ 自立支援協議会定例会議
25 ⽇ 防災・防火・避難訓練
雨の⽇に７月の通所者ミーティング

２⽇ 第１回
６⽇ 地域生活支援拠点等整備ＷＧ会議
9 ⽇ 第 2 回精神保健福祉ボランティア講座
13〜15 ⽇ 夏期休暇
19 ⽇ 地域生活支援ＷＧ会議
20 ⽇ 就労ＷＧ会議
28 ⽇ 第 3 回精神保健福祉ボランティア講座（若竹）
雨の⽇に 8 月の通所者ミーティング

２０１９年７月

〒725-0023 

社会福祉法人若竹会「若竹編集室」

 

元号が令和に変わり、初めての夏が到来しようとしています。竹原市の今年は例年になく梅雨入りの遅い
季節でした。ちょうど⼀年前⻄⽇本豪雨があり、各地に甚⼤な被害をもたらした事を昨⽇の事の様に思い出
されます。「自分の身は自分で守る」それを教訓にこの梅雨の時期を過ごしたいですね。

初の⼤型１０連休。連休中をどのように過ごしたのか、皆さんに聞いてみました。
◎東京ドームと神宮球場に野球を見に行った
◎⻄条に行って買物をした
◎⼀人で三原のフジグランに行った
◎どこにも行っていない
◎ラーメンを食べに行った
◎家でゴロゴロ過ごした
◎墓参りに行って部屋の掃除もした
◎お店のバイトをした
◎バーベキューをした

 

◎５月５⽇、広島の友だちに会いに広島へ行った。あとは夜更かしをした 
◎釣りに行った。スズキを釣りたかったが、ダツしか釣れなかった 

７月の予定
七夕の昼食 
マナー勉強会（⼤崎上島町）
地域生活支援ＷＧ会議
県精神障害者事業所職員会役員会議（若竹）
自立支援協議会定例会議
防災・防火・避難訓練

７月の通所者ミーティング
８月の予定

第１回精神保健福祉
地域生活支援拠点等整備ＷＧ会議

回精神保健福祉ボランティア講座
夏期休暇 

地域生活支援ＷＧ会議
就労ＷＧ会議 

回精神保健福祉ボランティア講座（若竹）
月の通所者ミーティング

年７月３日：発行

 竹原市田ノ浦三丁目

社会福祉法人若竹会「若竹編集室」

元号が令和に変わり、初めての夏が到来しようとしています。竹原市の今年は例年になく梅雨入りの遅い
季節でした。ちょうど⼀年前⻄⽇本豪雨があり、各地に甚⼤な被害をもたらした事を昨⽇の事の様に思い出
されます。「自分の身は自分で守る」それを教訓にこの梅雨の時期を過ごしたいですね。 

初の⼤型１０連休。連休中をどのように過ごしたのか、皆さんに聞いてみました。 
◎東京ドームと神宮球場に野球を見に行った
◎⻄条に行って買物をした 
◎⼀人で三原のフジグランに行った
◎どこにも行っていない 
◎ラーメンを食べに行った 
◎家でゴロゴロ過ごした 
◎墓参りに行って部屋の掃除もした
◎お店のバイトをした 
◎バーベキューをした 

７月の予定 

マナー勉強会（⼤崎上島町） 
地域生活支援ＷＧ会議 
県精神障害者事業所職員会役員会議（若竹）
自立支援協議会定例会議 
防災・防火・避難訓練 

７月の通所者ミーティング 
８月の予定 

精神保健福祉ボランティア
地域生活支援拠点等整備ＷＧ会議

回精神保健福祉ボランティア講座

地域生活支援ＷＧ会議 

回精神保健福祉ボランティア講座（若竹）
月の通所者ミーティング 

日：発行 

竹原市田ノ浦三丁目 2

社会福祉法人若竹会「若竹編集室」

 

元号が令和に変わり、初めての夏が到来しようとしています。竹原市の今年は例年になく梅雨入りの遅い
季節でした。ちょうど⼀年前⻄⽇本豪雨があり、各地に甚⼤な被害をもたらした事を昨⽇の事の様に思い出

 

◎東京ドームと神宮球場に野球を見に行った

◎⼀人で三原のフジグランに行った 

◎墓参りに行って部屋の掃除もした 

 

県精神障害者事業所職員会役員会議（若竹）

 

ボランティア公開講座
地域生活支援拠点等整備ＷＧ会議 

回精神保健福祉ボランティア講座 

回精神保健福祉ボランティア講座（若竹）
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社会福祉法人若竹会「若竹編集室」 

元号が令和に変わり、初めての夏が到来しようとしています。竹原市の今年は例年になく梅雨入りの遅い
季節でした。ちょうど⼀年前⻄⽇本豪雨があり、各地に甚⼤な被害をもたらした事を昨⽇の事の様に思い出

◎東京ドームと神宮球場に野球を見に行った 

県精神障害者事業所職員会役員会議（若竹） 

講座 

回精神保健福祉ボランティア講座（若竹） 

 

 



 

 

や避難の様子がテレビ放映されています。昨年の

ん。どうぞ大きな被害

りません。改めまして、

 

心から感謝を申し上げます。

☆谷田百合子

 

 

 
 
 
 
                         

 雨の季節となりました。

や避難の様子がテレビ放映されています。昨年の

ん。どうぞ大きな被害

前回の若竹新聞発送の際に、

りません。改めまして、

 ７月２日まで

心から感謝を申し上げます。

☆谷田百合子

 白石台造 

竹原・大乗地区民生児童委員協議会

以上の皆さまです。（敬称略・順不同）

 

 社会福祉法人若竹会の事業を応援してくださる方に後援会ご入会をお願いしております。
 利用者の工賃向上を目標にして事業を展開していくためにも、皆さまのご協力を必要としています。ご支援

下さいますようよろしくお願いいたします。
 ☆年会費一口
 後援会にご入会いただきました方に、「若竹」

 
 
 
 
                         

雨の季節となりました。

や避難の様子がテレビ放映されています。昨年の

ん。どうぞ大きな被害にな

の若竹新聞発送の際に、

りません。改めまして、

７月２日までにご入金下さいました皆さまのお名前を掲載いたしまして、

心から感謝を申し上げます。

☆谷田百合子 中尾泰美

 久保田正行

竹原・大乗地区民生児童委員協議会

以上の皆さまです。（敬称略・順不同）

社会福祉法人若竹会の事業を応援してくださる方に後援会ご入会をお願いしております。
利用者の工賃向上を目標にして事業を展開していくためにも、皆さまのご協力を必要としています。ご支援
下さいますようよろしくお願いいたします。
☆年会費一口 １０００円☆
後援会にご入会いただきました方に、「若竹」

                         

   

雨の季節となりました。梅雨入りが遅くなったせいか、大雨となってしまい、

や避難の様子がテレビ放映されています。昨年の

になりませんようにと祈るばかりです。

の若竹新聞発送の際に、事務局のミスで払い込み用紙の同封が出来

りません。改めまして、今回同封させていただきます

ご入金下さいました皆さまのお名前を掲載いたしまして、

心から感謝を申し上げます。 

中尾泰美 森山洋子

久保田正行 久保田寛子

竹原・大乗地区民生児童委員協議会

以上の皆さまです。（敬称略・順不同）

社会福祉法人若竹会の事業を応援してくださる方に後援会ご入会をお願いしております。
利用者の工賃向上を目標にして事業を展開していくためにも、皆さまのご協力を必要としています。ご支援
下さいますようよろしくお願いいたします。

１０００円☆ 
後援会にご入会いただきました方に、「若竹」

                         

 若竹会後援会事務局

梅雨入りが遅くなったせいか、大雨となってしまい、

や避難の様子がテレビ放映されています。昨年の

りませんようにと祈るばかりです。

事務局のミスで払い込み用紙の同封が出来

今回同封させていただきます

ご入金下さいました皆さまのお名前を掲載いたしまして、

森山洋子 田畑露子

久保田寛子 竹前勇二

竹原・大乗地区民生児童委員協議会 升元惠

以上の皆さまです。（敬称略・順不同） 

若竹会後援会入会のご案内
社会福祉法人若竹会の事業を応援してくださる方に後援会ご入会をお願いしております。
利用者の工賃向上を目標にして事業を展開していくためにも、皆さまのご協力を必要としています。ご支援
下さいますようよろしくお願いいたします。 

後援会にご入会いただきました方に、「若竹」を送付させていただきます。

                         

チョコミントゼリー

レモンゼリー
   

後援会事務局

梅雨入りが遅くなったせいか、大雨となってしまい、
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ばトタン屋根の雨音で電話も聞こえにくく、掃除は何とか行き届いていましたが、足元には隙間風が入り、床下

では数匹の子犬が産まれたこともありました。そんな私たちをご覧になった中島先生は、「これは何とかしなく

ては…」と思って下さったそうです。「若竹を法人化する会」→「若竹作業所の社会福祉法人化を支援する会」

→「設立準備委員会」と順調にステップを昇って行けたのは、偏に先生をはじめ、設立当初の役員の皆さんのお

力のお陰でし

付けした中島先生が県庁で認可書を受け取って下さいました。理事会、評議員会を開催し、

が完了し、事業所の建設後のオープンは

お話をする機会も増え、

ております。とても有難いことに、地域の目印にもなってきました。

本当にお世話に

記のように決まりました。今度とも

      

                

 
監事の方々の変更がありました。ご勇退される方々に感謝の思いでいっぱいです。更に今回、理事会の中でご選
任をいただき、微⼒ながらも理事⻑を務めさせていただく事となりました。よろしくお願い致します。

居場所であること。作業を通して自信を付け次のステップに進むことが出来ること。
払えるようになること
この思いを変えることなく、次世代へと繋いでいく事が私の任期期間の

送りがありました。地図を頼りに一軒ずつご挨拶に伺ったのですが、理事や監事さんが知り合いのお家には事前
に連絡をとって下さったり、一筆添えた名刺を準備して下さったり、訪問にご一緒して下さったりと今思い出し
ても涙が出そうになります。役員の
く、すんなりと建設が進んだ事には、当時の行政の方も感嘆された
幸運の上に、若竹の今があります。今後も利用者、職員と共に頑張っていきます。ご支援をお願い致します。
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 若竹作業所から社会福祉法人となり
監事の方々の変更がありました。ご勇退される方々に感謝の思いでいっぱいです。更に今回、理事会の中でご選
任をいただき、微⼒ながらも理事⻑を務めさせていただく事となりました。よろしくお願い致します。

利用者の皆さんが地域で生活していくために、若竹が、仲間の人と充実した楽しい時間を気持ちよく過ごせる
居場所であること。作業を通して自信を付け次のステップに進むことが出来ること。
払えるようになること
この思いを変えることなく、次世代へと繋いでいく事が私の任期期間の

設立当初の事業所の建設に当たっては、「屋根に上がって見える範囲には全部ご挨拶に行くように」との申し
送りがありました。地図を頼りに一軒ずつご挨拶に伺ったのですが、理事や監事さんが知り合いのお家には事前
に連絡をとって下さったり、一筆添えた名刺を準備して下さったり、訪問にご一緒して下さったりと今思い出し
ても涙が出そうになります。役員の
く、すんなりと建設が進んだ事には、当時の行政の方も感嘆された
幸運の上に、若竹の今があります。今後も利用者、職員と共に頑張っていきます。ご支援をお願い致します。
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居場所であること。作業を通して自信を付け次のステップに進むことが出来ること。
払えるようになること…これらの思いは、開所以来中島前理事⻑の下で、若竹会が歩んできた道でもあります。
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に連絡をとって下さったり、一筆添えた名刺を準備して下さったり、訪問にご一緒して下さったりと今思い出し
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く、すんなりと建設が進んだ事には、当時の行政の方も感嘆された
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                理事⻑  

若竹作業所から社会福祉法人となり 13 年目を迎えています。これまで設立からずっとお世話になった理事・
監事の方々の変更がありました。ご勇退される方々に感謝の思いでいっぱいです。更に今回、理事会の中でご選
任をいただき、微⼒ながらも理事⻑を務めさせていただく事となりました。よろしくお願い致します。

利用者の皆さんが地域で生活していくために、若竹が、仲間の人と充実した楽しい時間を気持ちよく過ごせる
居場所であること。作業を通して自信を付け次のステップに進むことが出来ること。

…これらの思いは、開所以来中島前理事⻑の下で、若竹会が歩んできた道でもあります。
この思いを変えることなく、次世代へと繋いでいく事が私の任期期間の

設立当初の事業所の建設に当たっては、「屋根に上がって見える範囲には全部ご挨拶に行くように」との申し
送りがありました。地図を頼りに一軒ずつご挨拶に伺ったのですが、理事や監事さんが知り合いのお家には事前
に連絡をとって下さったり、一筆添えた名刺を準備して下さったり、訪問にご一緒して下さったりと今思い出し

方々の知名度や
く、すんなりと建設が進んだ事には、当時の行政の方も感嘆された
幸運の上に、若竹の今があります。今後も利用者、職員と共に頑張っていきます。ご支援をお願い致します。

若竹会評議員一同
評議員  
評議員  
評議員  
評議員  
評議員  
評議員  
評議員  

竹会事務局たより

月の事です。故門脇博三氏の紹介でした。古い家屋は、雨が降れ

ばトタン屋根の雨音で電話も聞こえにくく、掃除は何とか行き届いていましたが、足元には隙間風が入り、床下

では数匹の子犬が産まれたこともありました。そんな私たちをご覧になった中島先生は、「これは何とかしなく

ては…」と思って下さったそうです。「若竹を法人化する会」→「若竹作業所の社会福祉法人化を支援する会」

→「設立準備委員会」と順調にステップを昇って行けたのは、偏に先生をはじめ、設立当初の役員の皆さんのお

た。「社会福祉法人若竹会設立認可書」取得は

付けした中島先生が県庁で認可書を受け取って下さいました。理事会、評議員会を開催し、

年 4月 1日でした。あれから

叶った若竹は地域の方々にも馴染みの事業所になりつつあると自負し

ております。とても有難いことに、地域の目印にもなってきました。

心から感謝を申し上げます。この度、勇退された役員の方々の後任が上

よろしくお願い致します。

           

  脇 田 惠

年目を迎えています。これまで設立からずっとお世話になった理事・
監事の方々の変更がありました。ご勇退される方々に感謝の思いでいっぱいです。更に今回、理事会の中でご選
任をいただき、微⼒ながらも理事⻑を務めさせていただく事となりました。よろしくお願い致します。

利用者の皆さんが地域で生活していくために、若竹が、仲間の人と充実した楽しい時間を気持ちよく過ごせる
居場所であること。作業を通して自信を付け次のステップに進むことが出来ること。

…これらの思いは、開所以来中島前理事⻑の下で、若竹会が歩んできた道でもあります。
この思いを変えることなく、次世代へと繋いでいく事が私の任期期間の

設立当初の事業所の建設に当たっては、「屋根に上がって見える範囲には全部ご挨拶に行くように」との申し
送りがありました。地図を頼りに一軒ずつご挨拶に伺ったのですが、理事や監事さんが知り合いのお家には事前
に連絡をとって下さったり、一筆添えた名刺を準備して下さったり、訪問にご一緒して下さったりと今思い出し

の知名度や業績、お人柄
く、すんなりと建設が進んだ事には、当時の行政の方も感嘆された
幸運の上に、若竹の今があります。今後も利用者、職員と共に頑張っていきます。ご支援をお願い致します。
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月の事です。故門脇博三氏の紹介でした。古い家屋は、雨が降れ

ばトタン屋根の雨音で電話も聞こえにくく、掃除は何とか行き届いていましたが、足元には隙間風が入り、床下

では数匹の子犬が産まれたこともありました。そんな私たちをご覧になった中島先生は、「これは何とかしなく

ては…」と思って下さったそうです。「若竹を法人化する会」→「若竹作業所の社会福祉法人化を支援する会」

→「設立準備委員会」と順調にステップを昇って行けたのは、偏に先生をはじめ、設立当初の役員の皆さんのお

た。「社会福祉法人若竹会設立認可書」取得は 2006 年 8 月

付けした中島先生が県庁で認可書を受け取って下さいました。理事会、評議員会を開催し、

日でした。あれから

若竹は地域の方々にも馴染みの事業所になりつつあると自負し

ております。とても有難いことに、地域の目印にもなってきました。創立時の役員、評議員、後援会の方々には

心から感謝を申し上げます。この度、勇退された役員の方々の後任が上

よろしくお願い致します。 

            

惠 子 

年目を迎えています。これまで設立からずっとお世話になった理事・
監事の方々の変更がありました。ご勇退される方々に感謝の思いでいっぱいです。更に今回、理事会の中でご選
任をいただき、微⼒ながらも理事⻑を務めさせていただく事となりました。よろしくお願い致します。

利用者の皆さんが地域で生活していくために、若竹が、仲間の人と充実した楽しい時間を気持ちよく過ごせる
居場所であること。作業を通して自信を付け次のステップに進むことが出来ること。

…これらの思いは、開所以来中島前理事⻑の下で、若竹会が歩んできた道でもあります。
この思いを変えることなく、次世代へと繋いでいく事が私の任期期間の

設立当初の事業所の建設に当たっては、「屋根に上がって見える範囲には全部ご挨拶に行くように」との申し
送りがありました。地図を頼りに一軒ずつご挨拶に伺ったのですが、理事や監事さんが知り合いのお家には事前
に連絡をとって下さったり、一筆添えた名刺を準備して下さったり、訪問にご一緒して下さったりと今思い出し

お人柄が私たちを助けて下さいました。反対運動もな
く、すんなりと建設が進んだ事には、当時の行政の方も感嘆されたもので
幸運の上に、若竹の今があります。今後も利用者、職員と共に頑張っていきます。ご支援をお願い致します。
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月の事です。故門脇博三氏の紹介でした。古い家屋は、雨が降れ

ばトタン屋根の雨音で電話も聞こえにくく、掃除は何とか行き届いていましたが、足元には隙間風が入り、床下

では数匹の子犬が産まれたこともありました。そんな私たちをご覧になった中島先生は、「これは何とかしなく

ては…」と思って下さったそうです。「若竹を法人化する会」→「若竹作業所の社会福祉法人化を支援する会」

→「設立準備委員会」と順調にステップを昇って行けたのは、偏に先生をはじめ、設立当初の役員の皆さんのお

月 31 日の暑い夏の日のことでした。気を

付けした中島先生が県庁で認可書を受け取って下さいました。理事会、評議員会を開催し、

日でした。あれから 13 回目の春を迎え、ご近所の方々と

若竹は地域の方々にも馴染みの事業所になりつつあると自負し

創立時の役員、評議員、後援会の方々には

心から感謝を申し上げます。この度、勇退された役員の方々の後任が上

 

年目を迎えています。これまで設立からずっとお世話になった理事・
監事の方々の変更がありました。ご勇退される方々に感謝の思いでいっぱいです。更に今回、理事会の中でご選
任をいただき、微⼒ながらも理事⻑を務めさせていただく事となりました。よろしくお願い致します。

利用者の皆さんが地域で生活していくために、若竹が、仲間の人と充実した楽しい時間を気持ちよく過ごせる
居場所であること。作業を通して自信を付け次のステップに進むことが出来ること。

…これらの思いは、開所以来中島前理事⻑の下で、若竹会が歩んできた道でもあります。
この思いを変えることなく、次世代へと繋いでいく事が私の任期期間の役割と考えています。

設立当初の事業所の建設に当たっては、「屋根に上がって見える範囲には全部ご挨拶に行くように」との申し
送りがありました。地図を頼りに一軒ずつご挨拶に伺ったのですが、理事や監事さんが知り合いのお家には事前
に連絡をとって下さったり、一筆添えた名刺を準備して下さったり、訪問にご一緒して下さったりと今思い出し

が私たちを助けて下さいました。反対運動もな
ものです。皆さまとご縁を結ぶことが出来た

幸運の上に、若竹の今があります。今後も利用者、職員と共に頑張っていきます。ご支援をお願い致します。
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月の事です。故門脇博三氏の紹介でした。古い家屋は、雨が降れ

ばトタン屋根の雨音で電話も聞こえにくく、掃除は何とか行き届いていましたが、足元には隙間風が入り、床下

では数匹の子犬が産まれたこともありました。そんな私たちをご覧になった中島先生は、「これは何とかしなく

ては…」と思って下さったそうです。「若竹を法人化する会」→「若竹作業所の社会福祉法人化を支援する会」

→「設立準備委員会」と順調にステップを昇って行けたのは、偏に先生をはじめ、設立当初の役員の皆さんのお

日の暑い夏の日のことでした。気を

付けした中島先生が県庁で認可書を受け取って下さいました。理事会、評議員会を開催し、9

回目の春を迎え、ご近所の方々と

若竹は地域の方々にも馴染みの事業所になりつつあると自負し

創立時の役員、評議員、後援会の方々には

心から感謝を申し上げます。この度、勇退された役員の方々の後任が上

年目を迎えています。これまで設立からずっとお世話になった理事・
監事の方々の変更がありました。ご勇退される方々に感謝の思いでいっぱいです。更に今回、理事会の中でご選
任をいただき、微⼒ながらも理事⻑を務めさせていただく事となりました。よろしくお願い致します。

利用者の皆さんが地域で生活していくために、若竹が、仲間の人と充実した楽しい時間を気持ちよく過ごせる
居場所であること。作業を通して自信を付け次のステップに進むことが出来ること。生活出来るだけの

…これらの思いは、開所以来中島前理事⻑の下で、若竹会が歩んできた道でもあります。
と考えています。

設立当初の事業所の建設に当たっては、「屋根に上がって見える範囲には全部ご挨拶に行くように」との申し
送りがありました。地図を頼りに一軒ずつご挨拶に伺ったのですが、理事や監事さんが知り合いのお家には事前
に連絡をとって下さったり、一筆添えた名刺を準備して下さったり、訪問にご一緒して下さったりと今思い出し

が私たちを助けて下さいました。反対運動もな
す。皆さまとご縁を結ぶことが出来た

幸運の上に、若竹の今があります。今後も利用者、職員と共に頑張っていきます。ご支援をお願い致します。
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月の事です。故門脇博三氏の紹介でした。古い家屋は、雨が降れ

ばトタン屋根の雨音で電話も聞こえにくく、掃除は何とか行き届いていましたが、足元には隙間風が入り、床下

では数匹の子犬が産まれたこともありました。そんな私たちをご覧になった中島先生は、「これは何とかしなく

ては…」と思って下さったそうです。「若竹を法人化する会」→「若竹作業所の社会福祉法人化を支援する会」

→「設立準備委員会」と順調にステップを昇って行けたのは、偏に先生をはじめ、設立当初の役員の皆さんのお

日の暑い夏の日のことでした。気を

9月 5日付けで登記

回目の春を迎え、ご近所の方々と

若竹は地域の方々にも馴染みの事業所になりつつあると自負し

創立時の役員、評議員、後援会の方々には

心から感謝を申し上げます。この度、勇退された役員の方々の後任が上

年目を迎えています。これまで設立からずっとお世話になった理事・
監事の方々の変更がありました。ご勇退される方々に感謝の思いでいっぱいです。更に今回、理事会の中でご選
任をいただき、微⼒ながらも理事⻑を務めさせていただく事となりました。よろしくお願い致します。 

利用者の皆さんが地域で生活していくために、若竹が、仲間の人と充実した楽しい時間を気持ちよく過ごせる
生活出来るだけの工賃

…これらの思いは、開所以来中島前理事⻑の下で、若竹会が歩んできた道でもあります。
と考えています。 

設立当初の事業所の建設に当たっては、「屋根に上がって見える範囲には全部ご挨拶に行くように」との申し
送りがありました。地図を頼りに一軒ずつご挨拶に伺ったのですが、理事や監事さんが知り合いのお家には事前
に連絡をとって下さったり、一筆添えた名刺を準備して下さったり、訪問にご一緒して下さったりと今思い出し

が私たちを助けて下さいました。反対運動もな
す。皆さまとご縁を結ぶことが出来た

幸運の上に、若竹の今があります。今後も利用者、職員と共に頑張っていきます。ご支援をお願い致します。
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月の事です。故門脇博三氏の紹介でした。古い家屋は、雨が降れ

ばトタン屋根の雨音で電話も聞こえにくく、掃除は何とか行き届いていましたが、足元には隙間風が入り、床下

では数匹の子犬が産まれたこともありました。そんな私たちをご覧になった中島先生は、「これは何とかしなく

ては…」と思って下さったそうです。「若竹を法人化する会」→「若竹作業所の社会福祉法人化を支援する会」

→「設立準備委員会」と順調にステップを昇って行けたのは、偏に先生をはじめ、設立当初の役員の皆さんのお

日の暑い夏の日のことでした。気を

日付けで登記

回目の春を迎え、ご近所の方々と

若竹は地域の方々にも馴染みの事業所になりつつあると自負し

創立時の役員、評議員、後援会の方々には

心から感謝を申し上げます。この度、勇退された役員の方々の後任が上

年目を迎えています。これまで設立からずっとお世話になった理事・
監事の方々の変更がありました。ご勇退される方々に感謝の思いでいっぱいです。更に今回、理事会の中でご選

利用者の皆さんが地域で生活していくために、若竹が、仲間の人と充実した楽しい時間を気持ちよく過ごせる
工賃を支

…これらの思いは、開所以来中島前理事⻑の下で、若竹会が歩んできた道でもあります。

設立当初の事業所の建設に当たっては、「屋根に上がって見える範囲には全部ご挨拶に行くように」との申し
送りがありました。地図を頼りに一軒ずつご挨拶に伺ったのですが、理事や監事さんが知り合いのお家には事前
に連絡をとって下さったり、一筆添えた名刺を準備して下さったり、訪問にご一緒して下さったりと今思い出し

が私たちを助けて下さいました。反対運動もな
す。皆さまとご縁を結ぶことが出来た

幸運の上に、若竹の今があります。今後も利用者、職員と共に頑張っていきます。ご支援をお願い致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


