
　多くの皆さまのご支援、ご協力をいただき、
いよいよ新船岡寮（仮称）の建設工事が始まり
ます。
　入所者の高齢化、介護の重度化へも対応でき
る特別養護老人ホーム新設も含めた「視覚障害
高齢者にやさしい」施設の建設は、私たちが是
非とも実現したい長年の夢でした。四畳半の部

屋に二人住まいという狭
きょうあい

隘でプライバシーが守りにくいという問題、老朽化に伴う雨漏り、古
い設計のため各所に残る段差等々、現船岡寮の抱える様々な問題点の解消がようやく実現する
ことは大きな喜びです。
　去る５月 12日、船岡寮の移転先である西大路三条の地で、工事の安全と私たちが目指す施設
が無事に運営できることを祈願して、地鎮祭が執り行われました。ライトハウスからは理事長
はじめ、理事、監事、評議員が多数出席、また、京都府視覚障害者協会からは、会長、事務局
長が、地元自治会からも会長、副会長がご出席くださいました。工事関係では、設計・監理を
行う内藤建築事務所、施工関係のミラノ工務店、豊原電気土木、中川工業所が出席、北野天満
宮から祭主を招き盛大に行われました。
　当日の天候はお昼から雨との予報でしたが、地鎮祭が始まる午前 11時には雨が降り出し、祭
礼中は大粒の激しい雨が降りました。会場全体が大きな雨音に包まれる中、地鎮祭は滞りなく
終了しましたが、同時に激しかった雨も上がりました。今回のように地鎮祭の時間だけ雨が降
るのは珍しく、縁起が良いと聞きました。
　夢の実現に向けて、建設用地や資金の確保等、皆様の応援をいただき
ながら、これまでいくつものハードルを乗り越えてきましたが、来年４
月末に無事竣工できるよう、今後さらに気を引き締め職員一同頑張って
まいります。
　改めて皆さまのご支援、ご協力をお願い申し上げます。
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Fight!!Fight!!
新船岡寮（仮称）開設事務局も一層頑張ってまいります

神谷 俊昭理事長による穿初

穿初（うがちぞめ）の儀
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１．決算概況
　本年度の決算規模は、総合計収入は９億 4,559 万円、支出は８億 9,849 万円で、当期繰越金は、
4,710 万円となりました。
　全体的には、介護保険収入、自立支援給付費収入の確保が一定できており、選挙広報など大
型事業が行われたことによる収入増などにより、概ね良好な収支状況となりましたが、京都市
からの助成金削減は継続しており、経営内容の改善が引き続き必要となっています。
　新船岡寮（仮称）建築に当たっての自己資金を確保するため、本部会計、船岡会計で合計 1,500
万円を整備資金積立金等に積み立てました。
２．決算規模

　前号でお伝えした通り「ほくほく」はライトハウス西150ｍの鳥居寮1階に移転しました。陽当
たりが良く風が通る心地よい空間です。今までは事務所内にあった応接セットを相談室に置くことが
でき、ご相談の方にゆったりとお話ししていただくことができるようになりました。地域にお住いの
障害のある方の身近な相談機関として職員一同力を合わせていきたいと思っております。
　相談支援室はこれまで通り、ライトハウス全体の相談窓口として、見え方、見えにくさに不安のあ
る方のご相談を受付けております。眼科相談、ロービジョン相談もお気軽にお電話ください。
[眼科相談 ]
　主治医がおられない方、長年眼科通院されていない方の目の不安、見えにく
さに対するご相談を受付けております。相談支援室電話075-462-4405
　相談日は次のとおりです。　第1木曜（今年度は水曜から変更）14時から
　　　　　　　　　　　　　第2水曜15時から、第4水曜14時から
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2014 年度京都ライトハウス決算報告

※財務諸表につきましてはホームページをご覧ください。
　URL： http://www.kyoto-lighthouse.or.jp

ほくほくがリニューアルしました！

2015年３月31日現在 単位：千円

本部 建設 施設 あいあい 鳥居寮
68,281 83,578 207,376 60,119 85,724
57,826 53,563 202,491 57,629 86,160
10,455 30,015 4,885 2,490 ▲ 436
5,000 0 0 10,000 0
47,082 55,595 113,768 33,502 37,278

船岡寮 らくらく トモニー 相談支援室
227,312 77,277 104,463 31,458 945,588
225,596 76,115 108,092 31,016 898,488
1,716 1,162 ▲ 3,629 442 47,100
10,000 5,000 0 0 30,000
61,394 49,488 14,652 14,469 427,233

当期積立金

収  入  　ａ

社　会　福　祉　事　業

支  出  　ｂ
収支差額 ｃ（ａｰｂ）

累計繰越金

収  入  　ａ
支  出  　ｂ
収支差額 ｃ（ａｰｂ）
当期積立金
累計繰越金

社　会　福　祉　事　業 総合計
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NOW　　Next

船岡寮NOW　☆ラストイヤー①☆

船岡寮Next　その①
　二人部屋が個室に。終の棲家の特別養護老人ホームを。20年前、いえいえ 10年前ですら
夢で終わるのではないかと思っていた新しい船岡寮。それらが現実になってきました。来年 4
月末の竣工予定がとても待ち遠しいです。
　建設にあたって利用者のご意見を基に職員が知恵を絞りあいました。不自由を感じられてい
た居室やトイレ等の安全性や利便性の向上はもちろんのこと、お一人でも歩行しやすく、わか
り易い構造になっています。
　居室はご家族やお友達が来られたら思い思いで過ごせますし、大の字になってくつろげる解
放感に浸ってもらえるようにと全館個室です。洗面所やトイレの設置などで、プライバシーの
保護と自律の尊重を目指します。
　お風呂は視覚障害があっても安心してゆったりとくつろいでもらえます。湯冷めを防ぐため
に部屋から遠くにならないようにと各フロアーやユニット毎に個浴があります。またお互いの
笑い声が聞こえ少人数で楽しんでもらえる小さめのお風呂もあります。
　屋上庭園は季節を感じる草花の中を散歩できます。外気を浴びてお昼寝をどうぞ。廊下など
では、手すりを頼って単独歩行の出来る方が自分の場所を認知し目的地まで辿り着けるような
サインを考えています。次回は新しい事業を中心にご紹介します。　　　　　　　（伊藤 康子）

　船岡寮移転がいよいよ目前に迫ってきました。今年は船岡
寮ラストイヤーということで、『船岡寮 NOW』では 1974
年の開寮から現在までに至る 41年という長い歩みを振り返
りながら、その刻まれた歴史をご紹介していきたいと思いま
す。
　そんな思いで寮の中を歩いてみれば、あちらこちらに利用
者さんが過ごしてきた日々が、職員たちの熱い思いが刻まれ
ているように感じます。
　船岡寮には3階まで続くスロープがあります。その手すり
一つにも歴史が色濃く残り、実に味のある風貌になっていま
す。手すりにある階数を示す埋め込まれたしるしにも表情が
出ているようです。視覚障害者を居室へと導く「綱」となっ
た手すりは、たくさんの手によってすり減り、変色し、修理
を重ねながらも、まだ利用者さんを居室へと導く道しるべに
なってくれています。
　移転後、新しい施設にはスロープがありません。
　まさにラストイヤー。スロープを利用するのも最後の一年
間になってしまいました。
　その一歩一歩を踏みしめながら、今日もスロープを降りていく利用者さんのいつもの姿が
ありました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（重 雄次郎）

使い込まれ変色した手すり

スロープで１階食堂へ
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ファッション情報や、毎日の生活を素敵に送
るための情報、ヘルスケアやスキンケア、旬
のレシピなど、気軽に楽しみながら読める情
報を選定しています。また、視覚に障害のあ
る女性の皆さんに、等身大のままもっと素敵
に輝いてほしいという願いと、社会でのより
一層のご活躍を応援したいとの思いも込めら
れています。隔月刊の発行です。皆さまのご
注文をお待ちしております。
　全国的な点字雑誌縮小傾向が続くなか、こ
れまであまり目が向けられてこなかった女性
誌の発行を通して、点字文化の普及と点字
ユーザーのニーズの掘り起こしにも寄与でき
ればと、スタッフ一同張り切っています。ご
期待ください。　　　　　　　　（大槻 明子）

☆らくらく☆
スーパー「イズミヤ」探検
　５月 14 日に新しくオープンしたイズミヤ
千本北大路店に行ってきました。天気も良く
絶好の散歩日和でした。イズミヤは白い建物
で、入り口には車椅子で入れるスペースがあ
り、色々な品物が種類豊富に陳列されていま
した。店内には美味しいと評判の100円パン
が並んでおり、焼きたてを提供していました。
種類も豊富で皆さん迷われながらいくつもの
パンを購入されていました。
　利用者さんの中には「いつもお世話になっ
ている近所
の方々に配
ります」と、
にこにこ顔
でまとめ買
いされる方
もおられま
した。
　場所も近く、入りやすい場所で財布にも優
しいイズミヤ千北店でした。

（中島 里美）
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☆ＦＳトモニー☆
春の京都御所へ～お花見～
　４月 11 日、利
用者の皆さんと京
都御所へお花見に
行ってきました。
「もう桜散ってるん
ちゃうの？」とい
うお声もありましたが、大丈夫です。様々な
種類の桜が植えられていて、４月下旬までお
花見が楽しめます。
　この日の最高気温は 15℃。ぎゅぎゅっと
体を寄せ合って、みんなで乾杯！ お弁当は春
らしいメニューでみなさん大満足でした。前
日の雨で足元は少々ぬかるんでいましたが、
「土の上を歩くのは久しぶり！」と、その感
触を楽しみながら梅林を抜けて行くと…満開
の桜。後水尾天皇が美しさのあまり御車を引
き返させたとの逸話をもつ「御車返しの桜」。
手元に伸びる枝は花びらを触れさせてくれま
す。ふわふわで、小さくて、ちょっとひんや
りした、そんな桜のイメージを感じておられ
ました。　　　　　　　　　　　（古屋 雅子）

☆情報製作センター☆
女性向け点字雑誌創刊
　この春、女性誌『きょ
うきらら』を創刊しま
した。これで、当セン
ターの点字雑誌は「旅」、
京都のガイドブック
「Good・洛」と合わせて
３タイトルとなります。
　内容は、季節に応じた

ピカピカの建物です

桜の前でお話し中

ピンクの表紙が目印です
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自由時間。代表者より申し出があり、“お父
さん会”の紹介もしてもらいました。
　遠足などの行事では、年齢が異なる子ども
たちの交流ができ、大人同士も仲間を広げて
いける機会になります。今後も家族で集える
行事を通して、このような時間を大切にして
いきたいです。　　　　　　　　（椹木 翔子）

☆情報ステーション☆
移動図書館「てくてく」がスタート！
　今年度、標記「てくてく」をスタートさせ
ました。これは、より多くの皆さんに情報ス
テーションのサービスを知っていただくため
に、色々な関係機関等に順次お邪魔して、デ
モンストレーションも交えながらお伝えする
というものです。
　その第１回目を、６月３日に障害者支援施
設「洛西寮」で開催し、施設利用者、地域の
視覚障害者・ボランティアなど合わせて 40
人を超える方々がご参加くださいました。
　当日は情報ステーションやサピエのサービ
スのほか、デイジー図書や大活字本、大きい
サイズの点字図書、さわる絵本などをご紹介
しました。参加された方からは「サピエやデ
イジーのことをいろいろ知れてよかった」と
のお声をいただきました。今後も、一人でも
多くの方に情報をお届けするため、「てくて
く」を進めていきたいと思います。次回は９
月４日 (金 )、南部アイセンターで行います。

（野々村 好三）
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☆鳥居寮☆
交流を深めた「春の行事」
　５月 14 日、ボランティアさんも含め、総
勢 40 人の方にご参加いただき、恒例の春の
行事「植物園散策」に行きました。
　さわやかな好天の下、木陰にブルーシート
を敷き、自己紹介のスタートです。初めての
方や普段の訓練ではあまりお会いすることの
ない方もおられ、親睦を深める良い機会とな
りました。
　昼食後はいよいよ、４班に分かれ散策のス
タートです。今の季節は薔薇が最盛期を迎え、
定番の真っ赤な薔薇から黄色、ピンクなど色
鮮やかな薔薇が私たちを迎えてくれました。
各班それぞれ花
の香りや手触り
を楽しみ、あっ
という間に集合
時間となりまし
た。
　最後に正面の
花壇で記念撮影をおこない、楽しい植物園散
策を終えました。　　　　　　　（青木 一憲）

☆あいあい教室☆
植物園での親子遠足
　５月 23 日に、植物園へ親子遠足に行きま
した。青空の下、22家族 68人が集合。まず
は、グループ対抗リレー！家族と手を繋いで
走る子や、バギーで参加する子、抱っこで走
る子 ･･･ 応援の声もたくさん聞こえ、盛り上
がりました。ゴールした後は、皆で大きなパ
ラバルーン。心
地よい風に、子
どもたちの笑顔
と歓声があふれ
ていました。お
弁当を食べてか
らは、ほっこり みんなでパラバルーン

集合写真　植物園入口にて解散前に

「シネマ・デイジー」に高い関心
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新人さんいらっしゃ～い！

★法人事務所　太田 千都（おおた ちさと）
①　年齢は 20歳です。事務所では窓口で応対させていただ
いていることが多いと思います。まだまだ慣れないことも
分からないことも多いですが、先輩方にご指導いただきな
がら少しずつ成長していきたいです。
②　一人で近くのご飯屋さんに行ったり、気分転換に散歩
に出て、ボーっとしていることが好きです。

★改築推進室　松尾 昇一郎（まつお しょういちろう）
①　『視覚障害者にやさしい施設』として、視覚に障害のあ
る方や介護が必要な高齢者の方が安心して暮らせる、また
利用できるサービスを提供することが私の役目です。
②　小学校５年の娘が少年野球部に入部して頑張っていま
す。野球が大好きで休まず練習にも行っています。下手
でも頑張って練習する姿を見るのが何よりも励みになりま
す。

★情報ステーション　五十嵐 幸夫（いがらし ゆきお）
①　いわゆる『人生時計』では、今の私は夜 7時頃にいます。
そんな時間にこの職場に縁をいただきました。ロクでもな
い昼間を過ごしたのだから、一日の残り数時間、少しは世
の中の役に立てとのことでしょう。もう一頑張り、やって
みます。
②　大学時代を過ごした横浜に、去年、娘も進学。再び彼
の地にハマってます。

★情報製作センター　饗場 野枝（あいば のえ）
①　私も読書好きなのですが、利用者さんに喜んでいただ
ける出版物の製作に取り組みます。点字の読み書きも早く
皆さんに追いつけるように頑張ります。
②　発酵食品を作ったり、狭いベランダでどうにか植物を
育てようと試みたり、時間の経過と共に成長や変化が楽し
めるものを生活に取り入れるようにしています。

2015 年度の新人職員をご紹介いたします。　　（①仕事に対する意欲、抱負など、②マイブーム）2015 年度

いと

イブ ム）

第１弾

今後ともよろしくお願い申し上げます
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■夏季休館・休業のお知らせ
　本館休館中は宿直および日直も不在となり
ますのでご注意下さい。ご迷惑をお掛けしま
すが、よろしくお願いいたします。

■船岡寮 2015 ミニミニバザーのご案内
　恒例の船岡寮ミニミニバザーですが、
2016 年の移転に伴い現船岡寮では最後の開
催となります。今までたくさんの商品提供、
またご来場により多くのご支援をいただき本
当にありがとうございました。
　今年も収益金は入所者の生活に役立たせて
いただきます。
　ご家庭に掘り出し物、不用品等がありまし
たら是非バザーへご提供ください。
　最終開催ですので、皆さまのより多くのご
支援・ご協力を船岡寮一同心よりお待ちして
います。
日　時：９月 13日（日）14:00 ～ 16:00
　　　　（船岡寮敬老会終了後）
会　場：船岡寮　食堂
対象商品：新品に限ります。（大型物品・書籍・

電化製品・冷凍食品は除く）食料
品は消費期限がバザー当日（13日）
から１か月以上保証されるもので
お願いします。

募集締切：８月 30日（日）まで

受　付：船岡寮事務所（毎日 9:30 ～ 17:00）
問合せ：盲人養護老人ホーム船岡寮
　　　　TEL 075-463-4649
　　　　　　　　　（担当：山内、平田、重）
 
■ 2015 年度福祉関係者向け研修
　「視覚障害者に寄添う支援～明日から役立
つ、見えない・見えにくいを補う工夫～」
　ケアマネージャー・ホームヘルパー・相談
員などの福祉関係者を対象に、視覚障害につ
いて基礎的な知識や対応の方法を学ぶ研修会
です。見えない・見えにくい方にとって必要
な支援とは何か？を一緒に考えていきます。
日　時：９月 18日（金）
　　　　13:30 ～ 16:30（13:00 受付）
会　場：京都ライトハウス ４階 あけぼのホール
定　員：30名
費　用：1,000 円
申込締切：９月４日（金）
申込・問合せ：
京都ライトハウス相談支援室（担当：新

に い

居）
TEL：075-462-0808
FAX：075-462-0885
E-mail：nii@kyoto-lighthouse.or.jp

■船岡老人クラブハウス創設 20周年
　記念集会のお知らせ
　船岡老人クラブハウスが創設 20 周年を迎
えることを記念して、標記の集会を開催いた
します。ご利用の皆さまやボランティアの
方々、関係の皆さまのご来場をお待ちしてお
ります！
日　時：９月 20日（日）13:00 ～ 16:00
会　場：京都ライトハウス ４階 あけぼのホール
内　容：感謝状贈呈、体験や感想発表、日本

盲人会連合会長 竹下 義樹氏による
記念講演など。記念誌も頒布いたし
ます。

★本館休館

　

　窓口・貸会場
８月 14日（金）18時～ 15日（土）

　 ※16日（日）９時～日直対応

　　 17 日（月）平常通り

★各サービスの休業

 情報ステーション　 ８月 13日（木）～ 16日（日）

 喫茶きらきら　　 ８月７日（金）～ 16日（日）

 パソコン相談 　　  ８月７日（金）～ 16日（日）

 ロービジョン相談　 ８月 12日（水）

 眼科相談 　　　　　  ８月 12日（水）
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■京都ライトハウスまつり 2015
　～つながる・ひろがる　地域の輪～
　利用者、家族、ボランティア、職員と地域
の方々との楽しい交流の場となりますよう、
ステージ発表や模擬店、抽選会などの催しを
予定しています。
　皆さまのご来場をお待ちしております！
日　時：10月 25日（日）10:00 ～ 16:00
　　　（模擬店 11:00 ～なくなり次第終了）
会　場：京都ライトハウス　全館

■京都ライトハウスチャリティー
　コンサート～若き俊英と京響が解き放
　つ名曲の輝き～のご案内
日　時：10月 31日（土）
　　　　13：30開場　14：30開演
会　場：京都コンサートホール・大ホール
出　演：京都市交響楽団
指　揮：垣内 悠希（かきうち ゆうき）
ヴァイオリン：吉田 南（よしだ みなみ）
曲　目：
　スメタナ : 歌劇「売られた花嫁」序曲
　シベリウス : ヴァイオリン協奏曲
　　　　　　　　　　　　ニ短調作品 47
　ドヴォルザーク : 交響曲第９番
　　　　　　　「新世界より」ホ短調作品 95
料　金：Ｓ席 5,000 円　Ａ席 4,000 円
　　　　Ｂ席 3,000 円
主　催：公益社団法人京都府視覚障害者協会
共　催：社会福祉法人京都ライトハウス
※チケット販売は、京都ライトハウス事務所
（TEL:075-462-4400）まで。
収益は、新船岡寮（仮称）の建設に使われます。
大勢の皆さまのご来場をお待ちしています。

＜このコーナーは、５万円以上のご寄付、
ご寄贈いただいた方々をご掲載しています＞

■明石 進様
3 月 3日　多額のご寄付を頂戴しました。
■三崎 博美様
3 月 6日　多額のご寄付を頂戴しました。
■八木 彌生様
3 月 10日　多額のご寄付を頂戴しました。
■金居 延子様・朝子様
3 月 13日　多額のご寄付を頂戴しました。
■梶寿美子トーク＆琴演奏会実行委員会様
3 月 23日　多額のご寄付を頂戴しました。
■洛星中学・高等学校　オーケストラ部様
3 月 25日　多額のご寄付を頂戴しました。
■京都仏眼鍼灸理療専門学校様
3 月 27日　多額のご寄付を頂戴しました。
■井上 隆様
3 月 30日　多額のご寄付を頂戴しました。
■ (株 ) アイベル様
3 月 31日　多額のご寄付を頂戴しました。
■安部 敬二様
4 月 3日　多額のご寄付を頂戴しました。
■ (株 ) サロンドロワイヤル様
4 月 13日　多額のご寄付を頂戴しました。
■佐藤 順子様
4 月 21日　多額のご寄付を頂戴しました。
■任天堂 (株 ) 様
4 月 24日　多額のご寄付を頂戴しました。
■船岡老人クラブハウス様
4 月 30日　多額のご寄付を頂戴しました。
■花の会様
5 月 8日　多額のご寄付を頂戴しました。

皆さまからのご厚志はライトハウスの事業運
営資金として活用させていただきます。あり
がとうございました。

※詳しくはHP・パンフレットをご覧ください。
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■一谷 孝様
5 月 11日　多額のご寄付を頂戴しました。
■京都インターナショナル (株 ) 様
5 月 11日　多額のご寄付を頂戴しました。
■京都グレースライオンズ様
5 月 22日　多額のご寄付を頂戴しました。
■清水 美代子様
5 月 22日　多額のご寄付を頂戴しました。
■京都府視覚障害者協会様
多額のご寄付を頂戴しました。
■ (株 ) わかさ生活様
毎月定期的に多額のご寄付を賜り、ありがと
うございます。
■丸清木材 (株 ) 様
毎月定期的に多額のご寄付を賜り、ありがと
うございます。

　次の通り、数々のご芳志をいただきました。
厚くお礼申し上げます。ありがとうございま
した。　　　　　　　　（50音順・敬称略 )

　【寄付金】
アイサポート、青山弘、あめんぼ 13期生、池田和夫、

いろは会、岩腰外廣、沖泰子、梶寿美子、加藤博史、
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京セラ (株 )、京都から竹民謡会、京都市社会福祉協議

会、京都市身体障害者団体連合会、京都府鍼灸マッサー

ジ師会、ケアサービスあかり、佐々江満治、鈴木紘一、

田中智、立命館大学産業社会学部共同研究室、中井豊、

中野眼科朝日会館診療所、中橋彌光、奈良いずみ、沼

眼科沼朝代、ハムスターズ、ひまわり、(株 ) メモクラ

フト、好川正孝、和田恭子、匿名 13件

　【物品寄付】
青野京子、あすなろ会、阿部晶子、( 財 ) 池坊華道会、

大野 (株 )、荻原さい子、京都府視覚障害者協会、国際

ソロプチミスト京都－北山、下奥重望、田中武、辻や

よい、点友会、浪川光代、西本願寺仏教婦人会総連盟、

南秋光、山本巌、山本光子

　【ご奉仕】
青木保、青山弘、明石進、安部敬二、飯塚涼子、生島

芙美江、池田孝嘉、井後あかね、伊佐迪子、石川泰史、

五十川富士子、磯部治、一谷孝、市邊愛佳、井上ジュン、

井上千恵子、井上正子、内田主男、内田務、宇野宏美、

大谷八重子、大槻みゆき、大戸明美、大橋東洋彦、大

羽正一、岡村壽子、奥村久子、奥山晴生、音と語りの

プロムナード、オーガスティンジョナサン、海田礼子、

梶原清一、加藤紀江、鎌田啓子、川合正子、河東大樹、

菊沢喜八郎、北垣せつ子、北川吉子、北村貞人、北山恵子、

北脇圭二、木村芳子、京炎そでふれ踊り、京都産業大

学新社会ボランティアサークル、京都ＰＡＮＡ-ＡＬＣ、

久世敏代、上阪禎子、小松朝子、斉藤かほる、さえず

り会、榊美智子、佐久間正雄、櫻田朋子、佐々木ますみ、

佐渡和代、柴田慶子、白坂澄夫、城野時一、杉浦洋子、

杉本新造、住山旦子、瀬川嘉子、高田由紀子、髙橋桂

子、田中祥雄、田辺誠子、谷口敏、谷口虹子、ダニエラ・

アレッダンドロ、玉木容子、田村圭子、辻謙一、辻美

也子、辻井玲子、堤育子、東海和子、徳満凛也、鳥飼

2015 年 3月 1日～ 2015 年 5月 31日
寄付金　78件　　74,220,181 円
物品寄付・ご奉仕　　 168 件
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幸子、内藤秋子、中谷武司、中谷泰子、中西博子、永

井寿江、長曽葉子、南條康子、二胡アンサンブル楽楽、

西島きよ子、西松義夫、西村貞子、西村ゆり、野間赳

夫、畑勇子、林晃次、馬場康子、一松睦子、ひとよ咲希、

廣田長己、深尾泰司、福見久代、藤井綾子、藤田慧子、

藤野つるみ、逸見邦子、堀田陽子、ボランティアサー

クルにじ、前川加代子、前田ふじ子、前田美名子、前

野孝子、松本すみ子、的場美恵子、三浦豊子、三木正子、

宮永まゆみ、村上直子、目黒正子、本草野政雄、森初子、

藪佳子、山下祐嘉里、山田恭子、山西利美、山本早苗、

山本珠子、横山邦子、吉田義子、吉田善次、朗読グルー

プあいあい、渡部隆三、和田三重子

＜このコーナーは、５万円以上のご寄付、
ご寄贈いただいた方々をご掲載しています＞

■植松 知子様
4 月 3日　多額のご寄付を頂戴しました。
■菊地 泰次様
4 月 24日　多額のご寄付を頂戴しました。
■南 秋光様
4 月 28日　多額のご寄付を頂戴しました。
■醍醐渡辺クリニック渡辺 浩彦様
5 月 1日　多額のご寄付を頂戴しました。
■佐々本 研二様
5 月 7日　多額のご寄付を頂戴しました。
■森 紀代子様
5 月 7日　多額のご寄付を頂戴しました。
■ (株 ) 小林鉄工所様
5 月 8日　多額のご寄付を頂戴しました。
■京都インターナショナル (株 ) 様
5 月 11日　多額のご寄付を頂戴しました。
■渡邊 節子様
5 月 14日　多額のご寄付を頂戴しました。

京都ライトハウス後援会京都ライトハウス後援会

　次の通り、後援会費と運営資金寄付金を納
入いただきました。会員の皆さまのお名前を
掲げ、厚くお礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。　　　　　　（50音順・敬称略）

愛きもの、青木敏枝、青木満子、青木義照、青木律子、

青山清子、青山とうこ、青山弘、青山芳文、明石隆子・

勝行、赤松秀之、秋山順子、朝尾直弘、浅川美津子、

浅野和子、芦田賀寿夫、足羽信子、安達明彦、阿部氏正、

天川晃、天鷲良雄、綾村捷子、荒井龍也・信美、新井

温雄、荒垣晨二、荒木あき子、有馬頼底、井節男、飯

塚滋子、生島嘉一郎、生島芙美江、池上和子、池田和代、

池田次郎、池田ちづ子、池野文昭、池部剛、井澤英夫、

いしい医院石居志郎、石井和子、石井佳代子、石田佳

子、石田英世、石田祐三、石田幸子、伊地知ヨウ子、

石津利幸、石津満寿美、石原郁夫、石原ハル子、泉福

夫、伊勢清、伊勢村政子、磯辺美幸、板並令子、一井

鳴海、一谷孝、一谷彊、市原美枝子、一星末張、井筒

八ツ橋本舗、伊藤あゆ子、伊藤悦子、伊藤修、伊藤純

男、伊藤武宏、伊藤力、糸数三男、稲田秀治、稲村憲

男、井上明美、井上要、井上協子、井上恵介、井上静子、

井上しのぶ、井上勢津子、井上月就、井上明美、井上

とし子、井上富子、井上ナツ子、井上正子、井上雅代、

井原圭子、伊吹優、今井茂野、今井卓雄、今井正行、

今宿晋作、今西二郎、今村喜久子、今本史代、入江省吾、

入江尚子、入江恆、岩崎篤弘、岩﨑武輝、岩重ツヤ子、

岩田眼科医院岩田親良、岩渕慶子、岩見眼科岩見達矢、

岩本一夫、岩本信子、上尾基夫、上田明美、上田恵一、

上田敬治、上田勝、上田良子、上原祥子、上前倭子、

植山恵、( 株 ) 魚国総本社京都支社、ウサギヤ、臼田

文代、宇髙千代子、宇高真理子、内田亘治、内田与一、

弁護士内橋裕和、榎並悦子、榎並とみ、榎本剛、海老

根正子、遠藤維久子、圓越文子、大池昌一、大内眼科、

大久保クリニック大久保秀夫、大澤忠嗣、大澤みさき、

大須賀秀雄、大田正樹、太田吉美、大田龍二、大谷恵子、

大津日出子、大槻清子、大坪郁子、大藤恭代、大西明絵、

皆さまからのご厚志は船岡寮改築やライトハ
ウスの事業運営資金として活用させていただ
きます。ありがとうございました。

2015 年 3月 1日～ 2015 年 5月 31日 
後援会費　　　833件　1,666,000 円
運営資金寄付金　486 件　2,843,216 円
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千秋、朽木久子、國重阿夜子、久野靖子、久保早苗、

久保佳子、久保元里美、熊田きぬ、熊本侑子、久山元、

倉田時子、蔵田史子、倉林明子、栗原千尋、栗本恵子、

桑原美保子、小池清喬、小泉京子、(株 ) 公益社、合志

正三、光明幼稚園、こおろぎ、小嶋芳次、小髙久仁子、

児玉佳代子、小寺啓介、小寺尉就、小中裕二、小林満

男、小林光子、小林良平、小槙紀、小牧芳子、小松朝子、

小藪忠志、小山信行、近藤文子、近藤美也子、崔秀賢、

斉田せい、斉藤和子、齋藤富佐代、酒井克之、酒井久江、

坂根医院、佐久間正雄、櫻田朋子、櫻庭修、酒元モモ

エ、佐々木敬介、佐々木建三、佐々木清八、佐々木陽

子、佐竹邦夫、作花済夫、佐藤譲、佐藤洋子、佐藤令子、

佐野シゲ子、佐野瞳、佐野洋一郎、佐野理恵、佐野眼

科診療所佐野貴之、佐野眼科診療所佐野裕志、澤冨士栄、

澤江正浩、山藤芳野、塩川亥智彦、塩川朝子、塩田悦

子、塩見三雄、志賀朱美、志貴香里、地蔵院、篠田泰明、

篠原敏郎、芝恵一郎、芝田徳造、柴田久子、柴田弘次、

渋谷健次、島田哲夫、島田文子、清水由紀子、下奥重望、

下山恵美子、朱七保育所、上西政行、庄野勇夫、城陽

点字サークルたんぽぽ、白坂澄夫、新谷洋子、杉浦洋子、

杉村強志、杉本冨紗子、杉本康代、鈴木治一、鈴木君江、

鈴木孝一、鈴木純子、鈴木つや子、須田嘉代、須藤敏

浩、京都聖母学院中学高等学校生徒会執行部、瀬戸山

恵、千田良一、千保幸子、添田晴雄、曽根隆、薗田香

融、園田義次、高井洋子、髙尾幸江、髙﨑秀夫、髙島

章江、髙田千代、髙田有基、たかつかさ保育園、髙橋

功、髙橋俊太、髙橋初江、高橋美知代、髙橋整形外科

医院髙橋真、宝田克男、宅間英郎、武居桂、竹井美津

子、竹内鏡子、竹内美紀、竹下医院竹下一成、竹下義

樹、竹田純太郎、武田文子、武田マスヱ、竹田眞理子、

竹田義行・恵美子、竹中ますみ、竹貫純子、武部啓、

竹村真貴、竹村良三、田阪武雄、田坂讓、田澤美津江、

多田武、多田万砂子、多田有輝子、巽友正、田中嘉代、

田中澄江、田中清次、田中セツ子、田中武、田中千代

子、田中汎子、田中政勝、田中美千子、田中村子、田

中泰子、田中葉子、( 株 ) 田中長奈良漬店、田辺誠子、

谷乙弘、谷岡賢一、谷垣幸代、谷川盛一、谷口久仁栄、

谷口智慧、谷口眞理子、谷村栄子、田畑悟、田畑好子、

田渕茂彦、田渕ふづき、田渕りさ、田渕玲子、玉井義朗、

田村文雄、崔春夫、千明和紀、竺沙光子、築柴恵美子、

辻千鶴子、辻ミチ子、辻やよい、辻内信子、辻田医院

辻田純二、土田正、堤江美子、堤清、常見修平・泰子、

露木佳子、出口京太郎、手銭秀夫、寺尾直道、寺倉勉、

(有 ) 寺倉商事、寺田昭和、寺田香代子、寺田寧子、寺

大西越巳、大西正広、大西道子、(有 ) オーネスト・オ

フィスサービス、大橋伃仕栄、大原社労士事務所大原

耕也、大平修爾、大平ひろみ、大前正治、大町賢、大

向久子、大目忠二・昌子、大森憲、大森亮二、岡ちか

子、岡崎英子、岡田楯彦、岡田ゆき子、岡田吉雄、医

療法人岡田医院水野、岡野伊三郎、岡野光博、岡村美

佐子、岡本綾子、岡本喜久穂、岡本喜代子、沖本勲武、

奥野正子、奥村久子、奥村正治、奥山脩二、奥山晴生、

奥山隆一、尾嵜匡代、長田藝美、長村貞子、長村陽子、

小澤陽子、小谷一雄、小谷博久、落田敏治、小野桂市、

面谷祐三子、影山五郎、籠谷英子、香西朗、笠井貴美

子、梶寿美子、梶宏、梶川医院梶川洋司、梶島スズ子、

梶原清一、梶原テル、片岡聡、片岡須麻子、片岡晴夫、

桂数毘詁、桂きぬ、桂コンタクトレンズ (株 )、門哲雄、

加藤厚、加藤恵美子、加藤眼科医院加藤恵美子、加藤

静允、加藤進、加藤弘子、加藤みなみ、加藤律司、兼

田茂和、鎌田恭子、鎌田幸二、上口啓子、神城歯科医院、

神谷俊昭、亀井邦彦、亀井保幸、(医 ) 亀岡病院、蒲原孝、

加舎房子、香山良樹、唐橋ミヤ子、刈米育子、川井清人、

川合啓子、川合正子、川勝秀一、川嶋憲治、川野邦造、

川又良也、河村佳代子、川村正一、川村春海、河村峯子、

川本千春、河原畑昇、神戸泰子、木内芳子、菊地寛子、

岸陽子、岸本正子、岸本三代子、北川眼科医院、北野

裕子、北原千津子、喜多村敬三、北村文子、北村泰子、

北村裕喜子、北村良子、北山ただお、北脇圭二、吉川

太刀夫、きつつきの会、鬼頭誠、木下收、木下克代子、

木下茂、社会福祉法人岐阜アソシア、貴寶院邦彦・英

代、貴寶院善博、木村医院木村文昭、木村健一、木村

晴子、木村道子、木村保子、(株 ) 京都銀行、京都銀行

従業員組合、京都第一法律事務所、京都福祉専門学校、

京都山端郵便局、京都銀行松村孝之、京都廣学館高等

学校学校長、京都トヨタ自動車レクサス北大路、京都

むらさきライオンズクラブ、清水寺、清本隆行、桐山
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田陽子、寺村美春、点訳グループ宇治川、東江義一、

道家惇三、同志社高等学校宗教部木村良己、土江田曜

子、遠山浩正、徳賀民子、徳田英子、徳久道、戸谷俊

之、百々眼科診療所百々由加利、冨田サダ子、富田隆介、

富村保子、富山竜二、豊田衣子、鳥飼幸子、鳥越吉郎、

( 株 ) 内藤建築事務所、内藤俊夫、直井恵子、永井幸

子、永井春彦、中江和子、中尾明美、中尾肇、長尾博、

中尾由佳子、中川真一、中川進、中嶋直子、中島正之、

中島三枝子、中島弥生、中田景子、中谷武司、中谷泰

子、中塚清紀、中出美智子、中西正人司法書士事務所、

中西恭子、中根しづ子、中原幸、中町松枝、中村貞子、

中村哲、中村純治、中村延子、中村春実、中村正美、

中村良子、泥順彦、菜畠京一、並川秀子、奈良いずみ、

南條ひとみ、南條康子、西利子、西井千恵子、西尾紀

子、西岡信子、西岡栄子、西河郁夫、西川隆善、西口

都志子、西小路一葉、錦織房枝、西田文子、西畑貴好、

西原勝則、西原重一、西村敦子、西村加代子、西村圭

子、西村さと子、( 株 ) 西村信天堂、西村照代、西村

久子、西村美奈子、西村義夫、西村怜子、西本ひさ子、

日本漢点字協会、日本キリスト教団西大和教会点字の

会、丹羽登茂子、丹羽徳子、根岸寿、野口春美、野尻

誠、野瀬隆、野田医院野田春夫、野藤サチ子、野藤銃

公、野原康、野村順栄、野村玲子、野山寿美子、橋本

和子、橋本三七子、長谷川紅子、長谷川輝、長谷川正國、

長谷川美代子、長谷部光二、八田良子、八田一郎、初

田法子、服部畝美、服部誠一、服部俊子、花の会、馬

場満男、濱口和子、濱口さとみ、濱本捷子、早川征生・

久仁子、林慶六、林節雄、林晃次、林トモ子、林美智

子、早水久一、原田尚子、半田こづえ、東景子、東宏

子、久常進治、人見米一、桧須磨子、平井欽二、平井

博、平島澄江、平野絹子、平野久美子、平間仁、平松

君恵、平松治子、廣岡清文、弘田トモ子、深田美知子、

深田康夫、深見みち子、福井啓介、福井久男、福来啓子、

福田満子、福永益子、福本祐代、福山功子、藤井興一、

藤井寿、藤島賴子、藤田和子、藤田慧子、藤田敏、藤

田千壽、藤田ひろ子、蔓弘、藤村和正、藤本邦雄、藤

森信正、藤山和子、藤原医院藤原明達、藤原一宏、藤

原小夜子、藤原八重子、(医 ) 藤原内科藤原正隆、(財 )

不審菴、二村宏江、プチトマト、舟越義男、船本裕巳子、

舟山宏、古田正巳、古渡正記、古橋エツ子、逸見邦子、

星川節子、星谷惠美子、細井辰子、細川富美子、細野

まり、堀田陽子、堀栄子、堀順次、堀井勝江、堀田明弘、

本沢芳子、本庄史子、本多倫子、本田孔士、前田耿二、

前田昭平、前田範仁、前田雅美、前中知栄、牧野敦代、

増田寿美子、増田富夫、町田昭、松井珍男子、松井邦芳、

松田隆司、松田憲彦、松谷一恵、松波由美子、松野洋

子、松原為和・恵子、松原義人、松村美子、松村ヨシ

子、松本幾久子、松本すみ子、松本芳子、松本クリニッ

ク松本順子、真鍋清子、丸山典子、茨田和代、三浦賢佑、

三浦豊子、三木一弘、三木正子、水嶋加代子、水谷孝

昭・史子、水谷俊夫、水野歯科医院水野雅則、水本静枝、

溝川正、三谷邦子、南初美、蓑毛慶一・妙子、三村敏子、

宮木益子、宮澤一恵、宮田健、宮永まゆみ、宮本政和・

美千代、三好通弘、三和道子、椋補装具製作所椋光由、

村井倭文子、村尾幸子、村岡穆、村上悦子、村上笑子、

村上志奈子、村上直子、村上元治、村田和子、村山彰、

村山造酢 ( 株 ) 村山忠彦、目黒正子、本草野政雄、森

泉樓・恵子、森和彦、森利雄、森能里子、森眞智子、

森水恵、森嶋公枝、森田久男、森田弘光、森田冨佐子、

森藤哲良、森本和子、森本登美栄、守本典子、森本光

子、守屋森次、森吉美禰子、八木喜美子、八木光代、

八木彌生、安井ひでこ、安田靖一、安田ひろ子、安田

弘、安邨洋一、薮内真紀子、山川美津子、山口英太郎、

山口貞子、山口清三、山口敏子、山口晴生、山口由美、

山﨑圭ノ亮、山﨑佐登子、山崎テル子、山崎靖子、山

崎陽子、山下逸朗、山下恵利子、山下勝子、山下久樹、

山下美千代、山添善朗、山田明、山田和子、山田恭子、

山田順三、山田新作、山田亮三、山戸節子、山西利美、

山ノ内和美、山原瑞穂、山本綾乃、山本早苗、山本澄子、

山本浩貴、山本文美、山本富美子、山本正子、山本洋子、

山本賀則、山本眼科医院山本敏雄、結城ゆかり、弓削

堅志、弓削由佳、横山和子、吉岡隆則、吉川幸子、吉

川喜夫、吉川良太郎、吉崎久、吉澤透、吉沢美年、吉

田克子、吉田順太郎、(株 ) 吉田生物研究所、吉田温子、

吉田久枝、吉田由起、吉田幸雄、吉田眼科医院吉田雅子、

吉武顕、葭矢みどり、米田承子、米田道正、米津喜美子、

楽友個人タクシー協同組合、わいわいネット、若松節子、

和田一洋・恵子、和田美代子、和田譲、渡辺榮子、渡

邉一夫、渡辺和代、渡辺多鶴子、渡辺ツヤ子、渡邉文子、

渡部隆三、匿名 10件

　2015 年の幕開けは 22センチの積雪、さくらの時期はぼ

うっとしてる間に通り過ぎ、５月は 30 度を超える真夏日

が一週間以上という記録を更新した京都市内、年々春と秋

が短くなるような気がします。「日本の四季」は、歌曲や文

学の中で味わうものなのでしょうか。　　　　（石田 全代）


