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＊私たちのねがいをかたちに育てること＊

念願の事業所「旬菜耕房ほがらか」が2年目を迎えました。
まだまだ四苦八苦の毎日ではありますが、利用者さん、スタッフ、会員、そして地域の
皆さんに支えられながら、私たちの「願いを形に育てています」

～地域とのつながりが育っています～

＊＊5/25武豊ライオンズクラブさんと玉ねぎ収穫＊＊

昨年11/24に武豊ライオンズクラブ様と一緒に植え
た玉ねぎを、5/25に代表の方々と一緒に無事収穫す
る事が出来ました。
もみじと言う品種の玉ねぎはネギ坊主が出始めた

ため、既に収穫しており、ライオンズクラブの皆さ
んとは、むらさきの玉ネギを全部で２００個余収穫
しました。
丸々とした玉ねぎを威勢よく抜くと緑の葉っぱ部分

からちぎれて球根（実はこれも葉っぱの一部）が土に残ってしまうため、取りだすのに一苦
労でしたが、皆さんとても上手に収穫されていました。
また、収穫した後は、玉ねぎの葉と根を切る作業を旬菜メンバーと一緒に体験していただ

き、帰りには採り立ての玉ねぎをお土産にお渡し出来ました。ライオンズ様はこの日、武豊

中央公園の植樹行事もあり、大忙しの中参加いただきました。

＊＊5/30緑丘小学校２年生１４０名余のイモ苗植え体験企画＊＊

地域のつながり2つ目は、緑丘小学校２年生約１４０名の子どもたちと一緒に取り組んだ
イモの苗植体験です。

当初天候がとても心配でしたが、晴天率の高いほがらか企画らしい天気となりました。
１０時前には子どもたちの集団がほがらか畑に到着、間もなく旬菜メンバーも到着してか
ら簡単な紹介をして、いざイモ苗植えに！！

子どもたちはとても元気で、それぞれペットボトルに苗用
の水をもってウネ前に移動し、旬菜メンバーから苗を受け取
り、一株づつ植えました。２年生の子どもたちはみんな上手
に植えて、水やりも出来たので、今は元気に成長しています。

そして、後日各組の看板が届きクラス表示も畑に作りました。

http://www.hogarakakikaku.com


放課後等デイサービス

びぃーぼ

活動報告 ＊山口諒祐＊

各事業所活動報告

4月新年度が始まりました！
４月に入り新年度が始まり、少し緊張

している子も居ましたが、びぃーぼでの様
子はみんな元気に過ごしています。
最近人気の遊びは野球です。友だちやス

タッフを誘い楽しんでいます。
大人対子どもで試合をすることが多く

「今日は１４対５で勝った！」と報告して
いる子も居ました。
野球で遊んでいる時にネットを越えて外

にボールが出てしまうこともありますが、
リーダースタッフに報告してから一緒に遊
んでいたスタッフと取りに行くようにして
います。また、外に出ないように力加減を
して遊ぶよう伝えていくと段々と打つ方向
を考えたり、思い切り打ちすぎないように
意識して遊ぶようになっています

新専任職員紹介！

中学生からびぃーぼに関わらせていただき今
年度から正規職員としてびぃーぼに関わらせて
いただきます。中野里咲です。
これからは今までとは違った立場ですが、毎

日子どもたちと楽しく過ごし子どもたちといっ
しょに成長していければと思います。
これからよろしくお願いいたします。

５月楽しく遊んでいます！
５月になり、夏日になる時や少し肌寒い

日になる時等気候が変わりやすく、さらに
雨も多くなり体調を崩しやすい季節になっ
ています。
新年度の生活に段々と慣れてきた子も増

えてきて、元気な声も増えてきました。外
で元気に遊ぶ子や部屋でじっくり絵を描く
子等、日々自分の好きなことを選び遊んで
います。
前回のお便りで紹介した野球を友だちや

スタッフを誘って一緒に楽しむ子や、野球
をして遊ぶ子が居ると外に出て観戦してい
る子も居ます。「打ったら交代」等簡単な
ルールを作ることで仲良く遊んでいます。
他にも紙を使って自分たちで武器を作り

戦いごっこで遊ぶ子や、鬼ごっこやママゴ
ト等のごっこ遊びをして過ごしています。
部屋の中では描画の他に、トミカ等の車

や電車のおもちゃで遊ぶ子や本を読む子、
双六等のおもちゃを使って遊ぶ子等楽しん
でいます。
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総合活動紹介 6～7月
５月からスタッフで準備を進めていた総合活動は、

子ども達にわかりやすく会の名前をつけ各曜日「ゴール
デンフライデー」や「水GOチーム」等になっています。
その内容は各曜日のスタッフで話し合い取り組みを考

えていきました。
水鉄砲、水風船を使ってまとあてを取り組んだ曜日や

間違い探しや描画を行った曜日、おやつ作りに決め、餃子の皮でスイーツを作ることやハ
ンバーガーショップになりきりハンバーガーを作りました。
実施した曜日の子達は楽しみながら調理やあそびを行っていました。また、子ども達の

「楽しい」やスタッフのスキルアップのために継続して行っていきます。

スタッフが考える総合活動が始まりました！

今年度からスタッフが考える総合活動を行います。
集団遊びや、おやつ・昼食作り、体験学習等、各曜日の
スタッフで取り組みを考えていき子ども達と楽しんでい
きたいと思います。
現在、打合せから進めていますのでまた、実施後お便

りに掲載します。

暑さに負けず元気に遊んでいます！
ムシ暑くすっきりとしない天気が続いています。

びぃーぼの子どもたちは室内でも屋外でも暑さに負けず
元気に遊んでいます。
屋外では涼しくなるように水遊びとして水鉄砲や水風船

を使って子ども同士・スタッフと当てあいっこや的を使っ
て遊ぶ等涼しくなるような工夫をしながら遊んでいます。
室内では、UNOや折り紙で工作をする子等、自分の好き

な遊びを選び・考えながら過ごしています。
熱中症や風邪対策として、外で遊ぶ時間を決めることや

こまめな水分補給・汗拭き・着替えを行うことをしています。
夏休みが近付いてきています。今年度は３年振りにプールを出して水遊びをする準備を進

めています。タープテント等で日陰を作ったりプールを複数出す等、熱中症や感染対策も取
りながら行っていきます。また、夏休みの最後には各曜日で夏祭りも行う予定にしています。
子ども達と考えていくのでどんな夏祭りになるか楽しみですね。
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旬菜耕房ほがらか活動報告 4～7月 ＊佐伯亜希子＊
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２０２２年度、２年目の旬菜耕房が始まりました！

２０２１年４月３日の開所式から、はや一年が過ぎようとしています。こうしてまた
４月を迎えられることに、皆様のご支援とご協力のおかげだと本当に感謝しております。
思えば、期待と緊張の中で始まった５名での開所式がとても懐かしく思い出されます

が、それからたくさんの出逢いとご縁によって、前回報告したように、４月からは１３
名の仲間とご家族、職員で旬菜耕房ほがらかの２年目を創っていくことになります。
どうぞよろしくお願いいたします！！

旬菜耕房ほがらか佐伯亜希子

～さぁ、畑の準備もはじまるよ～
寒い冬が終わり、春の暖かい匂いがしてきました。さぁ、そろそろ畑の準備を始めないと

間に合いません。先日、沢山の方の協力でキレイになった畑に植える、ジャガイモの準備を
しました。ジャガイモの準備をすると、毎年春が来たなぁと感じます。今は、初めて作った
「のらちゃん菜」をみんなで食べながら、これからの野良仕事に力を蓄えています！

まん延防止等重点措置は解除されましたが、コロナウイルスに加え、地震にウクライナ
情勢など、先行きは不透明で、どんな１か月後になっているか全く予想が出来ない
状況です。どうか、当たり前の毎日が当たり前に
やってきますようにと、願うばかりです。
そういった状況なので、なかなか行事も企画も出来な

いのが現実ですが、その中でもみんなを笑顔に出来る
のはやはり《食べること》なんだとこの１年で感じています。
食べることは生きること 生きるために食べることから、

心満たされる食事、心躍る食事、心育つ食事は、行事と同じ、
いやそれ以上の豊かな時間になる！という訳で、これからも
美味しいランチをいただきます！！

BBQとお花見弁当、楽しみましたぁ！
前回の通信でもお話ししましたが、やっぱり美味しい

ものを食べることって、みんなを笑顔にしますよね！
旬菜２年目の初日はBBQ！天気も最高！窓を全開にして、
部屋だけでなく、外にも机を出して思い思いの場所で
お肉をたっぷり食べました。
１３日はみんなが楽しみにしていたお花見弁当！数日前
から「どこで食べるの？」「何が入っているの？」と、
みんなの期待はどんどん膨らんでいきました。
当日は中央公園とほがらか畑の多数決。接戦の末ほが

らか畑に決まり、スナップエンドウや紫えんどう、大根
やのらちゃん菜の花が咲き誇る畑で、ゆっくりとお花見しながらの昼食でした。ほがらか畑
をまだ見たことのなかったＭさんが、「見れてよかった！」と笑顔で伝えてくれました。素
敵な時間でした。
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世界の料理を食べてみたいね！！
じゃあみんなで作ってみよう！！

６月の昼食メニューを利用者さんたち
と相談している中で、

パクチーの話題になり、どこの国か調べていく中で、
「食べたことのない、世界の料理を食べてみたいね！！」と言う
意見が出てきて、今回の企画になりました。
もともと奇数月に「戸田さんの石窯ピザ」の日を設けているので、偶数月企画として「世界

の料理を作ろう！！」に取り組むことになりました。その第一弾が「タイのガパオライス」。
続けて第二弾で「スぺインのパエリア」を作りました。

本場物？になったかどうかわかりませんが、味は旬菜好みと、
食べる人様になるので！とっても美味しく頂きました。

＊＊＊調理活動も大切な日課＊＊＊

世界の料理だけではなく、普段のランチづくりも楽しみの
一つ。メニューに合わせて、自分のやりたい調理活動を
選んで取組みます。
勿論野菜は、ほがらか畑の新鮮な野菜です。
右は、玉ねぎの中をくりぬき、肉詰めして
煮た料理。とても柔らかくて

美味しかったですよ。

＊６月種まき・種採りをしました！＊
６月はほがらか畑の秋以降の準備が入ります。

特に人気の高い「ジャンボ落花生」は、一粒一粒蒔く地道な仕事です。
また、今回は実習生受入れ時期と重なったため、

一緒に種まきを行いました。
更に大量に収穫した大根の種採りはなかなか根気のいる仕事ですが、

一粒一粒丁寧に採取しました。
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法 人
だより

5/4 ほがらか畑家族企画を取り組みました

昨年は利用者さんが受付を担当しましたが、今年は受付や案内係、
休憩時のお茶出し等、事前に旬菜のつどいの中で役割担当をみんな
で決めて準備しました。
ほがらか畑家族企画当日は、天気も良く、申込６家族と旬菜メン

バー合わせて、総勢３０名でのイベント企画でした。参加したご家
族も、常連さん・初めての方といろいろでしたが、運営もスムーズ
でピーマン・ナス・トマトなどの夏野菜を植えることが出来ました。
最後は、スナップエンドウを利用者さんが作った新聞紙のバッグ

に好きなだけ詰めて持ち帰っていただきましたが新鮮な野菜とあっ
て夕ご飯に使いましょう💛と言って笑顔で帰られました。

6/16法人第１０回総会開かれる
法人年次総会第１０回総会が６月旬菜

耕房ほがらかで開催されました。
昨年度の法人事業の総括を始め、決算

等報告し、事業の近況報告など行いました。
決算と総括（抜粋）は今回の10Pに掲載

しております。
とにかく、少しでも早く運営を安定させ

ること、そのためにも旬菜耕房の事業を拡げていくことを重点に進めます。
今期もよろしくお願いいたします。
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後半期法人企画や参加企画予定紹介

◆10月９日（日）

たけとよスポーツDａｙ（中央公園）出展
武豊町中央公園で初めての企画です。当日はウォークラリーの会場となり、

食事スペースもあり、複数の福祉作業所が出店します。
ほがらか企画は武豊ライオンズクラブ様から寄贈して頂いた「リヤカー販売カー」

を会場に運んで旬の野菜などを販売予定です。

◆10月中旬 緑丘小学校2年生芋ほり企画
5/30に近隣の緑丘小学校2年生約140名がほがらか畑に来て

植えたサツマイモの苗を掘りに来ます。受け入れは旬菜耕房
のみんなで行います。子どもたちの笑顔や歓声いっぱいの企画です。

◆11月12日（土）第39回武豊町産業まつり（町民会館と周辺）

12・13日開催で、12日出展
3年振りの開催で町内を中心にした、商業・工業展と飲食販売・即売

会の大規模なお祭りです。ほがらか企画は、「旬菜耕房の作物」な
ど販売予定。

◆11月20日（日）第２回ほがらか掘出し市
昨年旬菜耕房が開所して初めて、地域の方々向けのバザー

を取り組みました。売上は、「えのき学園」を支える、日本
福祉大学いるかの教室サークル運営費募金
でした。１０円コーナー・新鮮野菜・
あそびコーナー等人気でした。

◆12月5日（月）～9日（金）

武豊町障がい者週間作品展（役場第5・6会議室）

障がい者福祉について広く関心と理解を深めることを目的に開催し

ている企画です。今年は「光」をテーマに企画中。
びぃーぼと旬菜耕房の作品をそれぞれ展示する予定です。

◆2月12日（日）バリアフリーコラボレーション
13回目を迎えるこの企画は、「障がいの壁をはずして、みん

なで音楽を楽しめる空間をつくりだす企画です。個人やグ
ループ、コラボと毎年進化する企画の中で、ほがらか企画は、
「知多娘。とびぃーぼの子どもたちが一緒にステージでダン
スや歌を披露してきました。今回も参加予定です。

日用雑貨・衣類・おもちゃ等
寄付ご協力お願いします！！



～6月活動報告～
6月19日(日)に行われたえのき学園は学園生６名、学生11名、ス

タッフ3名の、総勢２０名の参加で行われました。
今回のレクリエーションは、今後えのき学園で使用していくための

名札作りと、季節にちなんだゲームレクを行いました。
名札は置き型スタイルのもので、皆さん好きな色の台紙を選んで、

シールや学生が作ってくれた折り紙や絵を使って、とても素敵に飾り
つけをしました。また、久しぶりのゲームレクは、選ばれた学生と学
園生全員が一人ずつ前に出て行い、投げ終える度にみんなからの拍手
があがり、とても盛り上がりました。今回は時間にも余裕があり、
たくさんお話を楽しむ様子が見られました！
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～５月活動報告～
5月15日に行われたえのき学園は学園生9名、学生13名、スタッフ3名の、
総勢25名の参加で行われました。今回も学園生、学生共に一人ずつ新メ
ンバーの参加があったので、二人の自己紹介から始まりました。
レクリエーションは、こいのぼりのつるし飾りと、前回時間の都合で出来
なかったダンスを行いました。学園生それぞれがオリジナルのこいのぼ
りを作ることが出来ました。

学生と会話を楽しみながら、「どこにシールを貼りましょう、何を描きましょうか！」と相談しながら作る姿があ
りました。えのき学園の次の日に学園生から、「作ったこいのぼりを家に飾りました。」との声もいただきました。

ダンスは旬菜の利用中にも取り入れていますが、普段の学園生とは違った姿も見る事が出来ました。緊張も
あってか普段より少し控えめで参加する学園生もいれば、座って見ていることが多い学園生が、立ってみんなと
参加する姿を見る事が出来ました。

共催：NPO法人ほがらか企画／日本福祉大学ボランティアサー
クルいるかの教室/旬菜耕房ほがらか知多郡武豊町北中根１丁目１-１

～８月活動・BBQ＆スイカ割り～
８月７日（日）に行われたえのき学園は、学園生７名、学生１４名、スタッフ３名、総勢２４名の参加で行われま
した。今年のBBQ企画は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当初の予定より時間を短縮し、BBQのみでの
開催となりました。
今回初参加の学園生が一人来られ、いるかの教室の一年生の学生にとっても初めてのBBQでしたが、焼き

たてのお肉や野菜を食べながら、皆さん会話を楽しんでいました。スイカ割りも自由参加で行い、「がんばれ
～！」「やった～！」という声がたくさん上がって、とてもにぎやかな雰囲気の中で行われました。

感染対策を行いながら、少し制限のある中での開催ではありましたが、にぎやかに食事をしながら交流が
出来たこと、本当に嬉しく思います！開催後も体調不良の方は出ることなく、無事に終了する事が出来まし
た。ご協力ありがとうございました！

2023年1月22日（日）えのき学園初詣
昨年も初詣に行った、旬菜耕房から歩いて行け

る「多賀神社」にえのき学園生といるかの教室ボ

ランティア学生が一緒に出かけます。

２０２３年2月19日（日）えのき学園
月1回で年間10回前後のえのき学園は、季節のリ

クリエーションやBBQや交流会など、旬菜耕房利用
者と日本福祉大学学生サークルを中心に、
余暇支援を中心とした企画です



法人事業報告

４月1日法人全体職員会・各部職員会
研修会・山海公民館申込

2日びぃーぼ・旬菜耕房開始
4日法人会議・カネ新契約
6日支援者会議 7日法人会議
10日法人会議 12日要対協
13日人権擁護よろず相談
14日ほがらかハート展展示搬入
17日えのき学園
19日税理士打合せ
20日旬菜会議 旬菜見学
22日サビ管ファシリテーター会議ZOOM
25日法人会議 28日ほがらかハート展搬出
29日TKデザイン納品

５月 1日山海公民館申込
2日人権擁護半田支局相談
3日ほがらかハート展中央公民館搬入
4日ほがらか畑家族企画
5日ほがらか畑
6日びぃーぼカリキュラム会議
7日旬菜体験
8日ほがらか畑
9日ひいらぎ特支援職員来所
10日要対協
11日人権擁護よろず相談
12日旬菜相談
13日法人理事会ZOOM
15日えのき学園
16日自立支援協議会武豊部会
17日ジャンボカボチャ苗受取
18日ほがらかハート展中央公民館搬出

社労士打合せ
19日武豊町育成会総会・利用者受診

緑丘小学校イモ苗打合せ
22日ほがらか畑
23日旬菜見学相談
24日びぃーぼ家庭訪問

びぃーぼ体験受入
25日武豊ライオンズクラブ来所玉ねぎ収穫

旬菜スタッフ交流会
26日旬菜利用者相談
27日びぃーぼ利用者ケース会議牧DR  
28日旬菜会議

旬菜見学
29日ほがらか畑
30日緑丘小学校2年生イモ苗植え

法人保険打合せ
31日旬菜見学

６月 1日法人監事監査
2日旬菜見学相談・スイカ定植
3日法人理事会/決算・再任他
5日ほがらか畑ボランティア
6日自立支援協議会こども部会
7日法人会議 8日人権擁護よろず相談

日本福祉大学SL打合せ・旬菜実習
9日法人事務引継ぎ会議
10日武豊町社会福祉協議会評議委員会

相談・実習打合せ
12日たがフェスタ見学・旬菜貸館
16日第10回法人総会（旬菜耕房）
17日法人理事会（役員決め）

びぃーぼ家庭訪問
18日社労士打合せ 19日えのき学園
20日旬菜耕房実習生開始
21日碧海信用金庫打合せ

旬菜耕房見学
22日びぃーぼ事務打合せ・スズマン打合せ

半田支援学校来所
23日びぃーぼカリキュラム会議
24日旬菜耕房実習生反省会
25日旬菜耕房会議 26日ほがらか畑
28日旬菜耕房見学
29日サビ管ファシリテーター研修
30日びぃーぼ環境整備・夏準備

７月 4日武豊町まちづくり協働会議
エアコン取り付け

5日法人会議・碧海信
旬菜耕房浄化槽点検

6日緑丘小学校イモ畑草取り（中止）
7日あおぞら園ケース会議

阿部建設相談
8日びぃーぼ事務打合せ
12日要対協 13日人権擁護よろず相談
14日日本福祉大学SL実践
15日びぃーぼ見学
16日山海海水浴家族企画

大足祭り出展（中止）
17日ほがらか畑
18日社労士打合せ 19日税理士打合せ
21日日本福祉大学SL実践

下請仕事見学
22日半田支援学校生徒見学
23日旬菜耕房利用希望者打合せ
24日ほがらか畑 25日阿部建設相談

半田支援学校生徒見学
26日えのき学園打ち合わせ会議

下請仕事相談
27日半田支援学校生徒見学
30日旬菜耕房職員会議
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４月～７月ほがらか活動報告

日本福祉大学サービスラーニング
今回の取り組みは、子ども
たちとコラージュ作り、
飛出るカード作りでした。



２０２１年度事業総括（抜粋）
２０２１年度事業活動収支決算書
２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日

経常収益

正・賛会費 105,000

寄付金・補助金など 468,593

障害児通所支援給付費 17,579,502

介護・訓練等給付 10,291,560

利用者負担金 2,075,092

その他収益 364,601

経常収益 計 30,884,348

経常費用

人件費 25,152,599

その他経費 12,794,951

管理費

人件費 0

その他経費 887,313

経常費 計 38,834,863

当期経常増減額 △7,950,515

当期正味財産増減額 △7,830,068

前期繰越正味財産額 17,179,368

次期繰越正味財産額 9,349,300
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２０２１年度 ほがらか企画事業総括・決算

貸借対照表

資産の部 負債・正味財産の部

現金・預金 6,450,768 未払金他 2,495,301

売掛金・未収 4,913,794 流動負債合計 2,495,301

その他 42,718 長期借入金 61,115,600

流動資産合計 11,407,280 負債の合計 63,610,901

有形固定資産 59,814,882 前期繰越正味財産額 17,179,368

無形固定資産他 126,410 当期正味財産増減額 △7,830,068
固定資産合計 59,941,292 正味財産合計 9,349,300

繰延資産 1,611,629

資産合計 72,960,201 負債・正味財産合計 72,960,201

＊尚、資料詳細は当法人ホームページをご覧ください
http://www.hogarakakikaku.com 又は、NPO法人ほがらか企画で検索

特定非営利活動法人ほがらか企画は、地域住
民や関係機関の理解と協力・連携を得、又様々
な支援を頂きながら、児童福祉法等に基づき、
育ちの不安や遅れ、障害のある子どもとその家
族等を対象に、地域における子育て・療育・余
暇活動・文化活動等の支援と、障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律
等に基づき、障害者とその家族等を対象に、農
業や地場産業等と関わる働く場の提供などの生
活及び就労支援を行うことにより、誰もが身近
な地域で、安心・安全に楽しく豊かに暮らし、
一人ひとりのほがらかな笑顔輝く地域社会の実
現に寄与することを目的とした事業を実施した。
具体的には、放課後等デイサービスびぃーぼの
登録者は50名余となり、利用数は日々６～８名、
学生スタッフと社会人スタッフ総勢15名余とな
り日々の保育を支えています。尚、保育所等訪
問支援らるごの事業実績はありませんでした。

又、昨年開所した「旬菜耕房ほがらか」も
合わせると、デイ、生活介護、就労継続支援B型
の3つの事業所利用者総数は60名余り、スタッフ
は20名を超える規模となりました。

一方、法人正会員・賛助会員合わせ48名
（2022.3）となり、昨年より10名ほど増加しま
した。

更に、昨年から大きく変わったことの一つ
にボランティアの存在があります。
これまでのボランティアは、

びぃーぼを卒会してボラン
ティアで関わる子ども等が
中心でしたが、昨年から、
週１～２日の旬菜耕房ほが
らかランチボランティアや、
えのき学園を共催する日本
福祉大学ボランティアサー
クルいるかの教室など、定
期的なボランティアが生ま
れたことです。
このように、私たち法人

9年の歩みの中で、広く地域
と繋がり、利用者とご家族も
増え、ボランティア、関係団
体やたくさんの住民の方々に
支えられています。

http://www.hogarakakikaku.com/


旬菜耕房ほがらか

生活介護・就労継続支援Ｂ型

利用者様を募集しています。
２０２１年４月に開所した「旬菜耕房ほがらか」は２０名定員の事業所です。

車いすで生活可能な、全館バリアフリー設計や、建物全体が木の温もりに包まれた環境、
昼食はキッチンで作り大皿で並ぶ「ランチビュッフェスタイル」がとても人気です。
お仕事は、畑仕事に関わる農業全般のお仕事や、ハーバリウム・ブリザーブドフラ

ワー・町内の味噌・溜メーカーの瓶包装、常滑の園芸店の仕事（予定）など、地元
企業や知多地域に関わるお仕事等を、毎日自分で選びながら行っています。
現在12名の利用者様が自分のペースで日々6～7人が笑顔で通っています。

現在通われている事業所との並行利用も可能です。
是非、見学や相談など気軽にお問合せ下さい。

（尚、ご相談内容で週１回利用からも可能です。）

電話：0569-76-2727
（佐伯・山本）
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いつもほがらか企画にご支援ご協力いただき、ありがとうございます。
寄付金やお米、食料品などのご協力を頂き、本当にありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。 ～職員一同～

■２０２２年４月１日～７月までのご支援・ご協力下さった方々のご芳名を
掲載し、報告・お礼とさせて頂きます。 （順不同・敬称略）

●寄付等
原田時男・柴田明夫・竹内克久・青木美憲・稲垣節子・松本千津子・出口敬子・増元智恵美・

増本広寿・佐伯亜希子・山本憲司 その他匿名の皆様。

＊＊＊沢山の方々のご支援にお礼申し上げます＊＊＊＊

感謝とお礼



２０２２年度会員更新について

～会員・賛助会員継続

新規入会のお願い～
2022.9.1

2022年９月現在の会員は、正・賛助会員合わせ50名で、旬菜耕房ほがらか開所もあ
り、前年から10名余の会員増です。2022年度は60名の会員目標を掲げています。
みなさん是非よろしくお願いします。

ＮＰＯ法人ほがらか企画 理事長 山本憲司

ＮＰＯ法人ほがらか企画の会員と賛助会員の違いは、

正会員の方は、定款第５章２２条の「総会参加権」の有無です。会員の方は総会に参加いただき
（委任状も可能）、会の運営や方針について直接ご意見等いただき決議にも参加いただ
けます。是非継続、及び賛助会員からの変更等お願いいたします。

年会費３.０００円
賛助会員の方は、総会決議には参加いただけませんが、事務局通信を毎回お送りし、会の活動や

情報を知っていただきます。遠方であったり、なかなか参加できないけれども、様々な
ご支援、ご協力いただける方は是非、継続、新規賛助会員をお願いいたします。

年会費１.０００円

■正・賛助会員はほがらか通信等の季刊誌発送と法人企画の特典ご招待等

以上、今年もご支援ご協力よろしくお願いいたします。

振 込 先 ＊現金の場合は各事業所に直接お持ちください。

① ゆうちょ銀行 振替口座記号番号 ００８３０－９－１８３３２０

加入者名 特定非営利活動法人 ほがらか企画

② 他銀行等からゆうちょ銀行への振込用口座番号（振込手数料同上）

ゆうちょ銀行 振替口座店名 ０八九店（０８９）

口座番号：当座０１８３３２０

加入者名：特定非営利活動法人ほがらか企画

③銀行からの振込み 口座番号（振込手数料同上）

銀行名 大垣共立銀行 半田支店・普通・９２２５２

加入者名：特定非営利活動法人 ほがらか企画

理事長 山本 憲司

④銀行名JAバンク あいち知多農業協同組合 武豊支店

普通・００３８７５８

加入者名：特定非営利活動法人 ほがらか企画

理事長 山本 憲司

⑤銀行名碧海信用金庫 半田支店 普通・６０６３４１９

加入者名：特定非営利活動法人 ほがらか企画

理事長 山本 憲司
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