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No.30  2021.１1.01 

NPO 法人 まついだ森の家 

〒379-0211 

群馬県安中市松井田町上増田 670 

TEL／FAX 027-393-0655 

あなたの思い描いていた森の家はどんな所だったのでしょうか。障がいのある

人も働ける場所。落ち着ける第二の我が家。 

コロナという危機を乗り越えていくために森の家は新たな企てを巡らせてお

ります。皆さんの色々な想いの詰まった森の家は２５年経ちましたが、まだま

だ新たな旅路は続きます。ぜひ、森の家の進化を見届けてください。 

Facebook や HP ではお伝えしていましたが、高橋貴子さんは病気療養のため

退職され、新スタッフとして三浦が加入しました。すみっこ女将黒羽はそのま

ますみっこで新スタッフに協力という体制に変わっていきます。それに伴い、

電話番は三浦が引き継ぎました。             文・三浦                     

 

ＨＰ・ＦＢ 「まついだ森の家」 

Email matsuida.morinoie＠gmail.com 
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2020 年度 

4 月初めから営業自粛要請を受けて休業 

5 月 24 日 総会開催 後継者スタート 

6 月営業再開 ただし素泊まり１日一組限定 

・デイ利用、ピザ体験受付 

・他にスタッフ研修のための宿泊受入れ実施 

＊Go To Travel 不参加 

＊応援特別寄付キャンペーン（7 月～9 月限定） 

10 月より通常営業 

11 月 通信 29 号発行 

2021 年度 

4 月女将高橋体調不良のため休業→8 月退職 

5 月 10 日～新スタッフ体制で営業再開 

(金)(土)(日)(祝）のみ 

9 月まで素泊 10 月以降通常 

5 月 23 日総会開催 

＊福祉車両購入(須崎福祉財団助成により) 

営業実績 

コロナ感染では、主に首都圏・障害福祉

系のお客様のご利用をいただいていた森

の家は大きな打撃を受けました。 

2020 年 

宿泊者合計 85（うち素泊 61） 

デイ利用 ５グループ 

子ども食堂利用 8 回 

2021 年 上半期 

宿泊者 17（いずれも素泊） 

デイ利用 ５グループ 

子ども食堂利用 4 回 

 

 

２０２０年度 決算 

主な収入 国・県・市の持続化給付金 2,300,000 

宿泊券付き特別寄付    1,090,000 

匿名ご寄付          1,000,000 

その他ご寄付＆会費    1,370,000 

宿泊及びデイ利用収入    630,000 

主な支出 スタッフ経費         2,180,000 

経常経費           1,750,000 

福祉車両自己負担分     170,000 

備品購入・修理         570,000       収支差額 2,520,000 

＊給付金、特別寄付キャンペーン及び匿名ご寄付により赤字を免れる 

２０２１年度 予算 

主な収入  安中市給付金  100,000 

     会費寄付    1,000,000 

売上         ３00,000 

主な支出  スタッフ経費 1,950,000 

        経費      １，７５０，０００ 

予備費       600,000 PC、専用携帯、寝具更新等  

収支差額  ▲2,100,000 

＊今年度は、補助金望めず、宿泊もまだ復旧しないので、大幅な赤字となる見込み 

ご支援よろしくお願いたします。 

 

ご 報 告 
 

202１年度役員 

理事長：木下美幸、 

副理事長：鈴木成就、 

理事：中村実紀、黒羽知代 

監事：星野和二 

 

202１年度現場スタッフ 

三浦千鶴子(電話受付、事務、会計、その他全般) 

石橋邦和(バックヤード、修繕、周辺整備) 

中村実紀(厨房 担当＆コーディネート) 

中村知博(フリーサポート) 

黒羽知代(サポートボランティア) 
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中村家２０１９夏家族旅行 

～初めてのキャンピングカー1週間、能登の旅～ 

寝ても覚めても海が見たいの巻 

 

関越道をひたすら進むだけの道も私たちにはそれぞれ特別だった。全員共通の初体験はレ

ンタルキャンピングカーで寝泊まりする事、３人と犬が２４時間×１週間離れず過ごすとい

う事。それとそれぞれに、鹿児島生まれの夫→能登半島どころか新潟～富山に足を踏み入れ

ることが初、母→行先も期間も決まっていない外出が初、私→母と片道２時間以上の外出が

初、犬→全部初！！！ 

これは初めてだらけのワクワクドキドキ行き当たりばったりの冒険だ。 

 
初日の寝床はサービスエリアの駐車場になった。夜中も大型トラックがエンジンをかけて休憩し

ていたのでかなり騒がしい。いつもなら家で寝ている時間でも、みな寝付けなかった。翌朝早めの

簡単な朝食を食べ、また関越道を進む。 

買ったばかりのガイドブックとスマホで今夜の寝床となる絶景ポイントを探しながら進んだ。心配

していた天気も富山県に入った頃にはすっかり晴れた。 

「海だーーー！」と後部座席の私と母は大興奮。母が海を見たのは実に２５年ぶり。窓を全開にし

て、海の匂いを嗅いで、これだけでも来てよかったと思えた。 

２日目の寝床は「寝ても覚めても海の見える場所」。急ぐこともなくゆっくりと海の公園や堤防を散

歩して、市場で買い物をして、蟹をつまみ食いして、それから夕焼けの海辺でパーティーだ。牛乳

（母と犬）とワイン（夫と私）で乾杯！ 

犬も夫も母も私もみんな笑顔。このメンバーで潮風を浴びながら食べる夕食は一生忘れない私史上

最高の幸せな夕食だった。 まだつづく（中村実紀） 
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窯を作った星野さん自ら焼いてくれるピ

ザは毎回好評！星野さんもピザ体験を楽

しみしているそうです。体験の申し込み

は施設の方が多いですが、コロナで体の

申し込みが延期や中止になったりして、 

活躍の場が少なく寂しい年でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

星野さん手作りのピザ窯！！ 

ピザ体験は宿泊しなくても体験できますが、 

４名様以上での申し込みをお願いしております。 

仔細はご相談ください。 

また、自分で窯を使ってみたい方もお問い合わせ 

お待ちしております。 

ピザ体験  

ピザとジュ－ス 1500 円 

（ジュースは飲み放題です） 

 

オプション 

サラダ      +200 円 

スープ      +200 円 
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コロナ禍ではありますが、子ども食堂は開

催されていました。検温、アルコール消毒

をして月に一度のお楽しみ！今年は近くの

北中学校の先生と生徒さん達が育てた野菜

を子ども食堂へ寄付してくださいました。

SDGｓの取り組みの一環だそうです。 

みんなの食堂 in まついだ森の家の主宰は 

永井與子さんです。 



洲崎福祉財団様から多額の寄付をいただき、福祉車両を購入することが出来ました。貧乏法

人には贅沢なのですが、群馬という地域、森の家の立地からしても必要なのです。車は７人

乗り、車いすは後ろに積むことができ、助手席の後ろの席が乗りやすいように電動で降りて

きます。もちろん？中古車ですが、ナビにバックモニターと、有難い機能装備の森の家号（仮）

♪右後ろの擦り傷がトレードマークです！ 

7 月に納入されてから早 3 か月・・・。僕(車)に活躍の場をくださいっっっ！！ 

観光案内の足に、送迎に。イイ仕事しますよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナじゃなくてもご支援してくださる方々の寄付が頼りの森の家。これではいけないとも

がきつつ、宿泊がなければ新人研修もままならないという、八方塞がりとはこのことか！な

どと嘆いてもいられません。コロナで人気に火がつき、人手もかからないアレ・・・。そう

です！キャンプ！！ 

 
障がいがあってもキャンプをしたい人もいるはず。デイキャンプして夜は森の家に泊まるの

もいい。まだ整ってはいませんが、いえ、整っていないからこそキャンプして不便なことや

欲しい設備などのアドバイスをいただけませんか？！寄付ばかりお願いしている森の家です

が、この件に関してはアドバイスをお願いします！！ 

我こそは！という方も、デイキャンプなら大丈夫かな？という方も、まずはご連絡ください。

私たちと一緒にキャンプ場を作りましょう！！ 

 

 

森の家の右手にある空き地。ある時は駐車場

またある時はイベント広場。今回のミッショ

ンは・・・キャンプ場？！ 

後ろの席は電動 

リフトアップシート! 

森の家、キャンプ場始めるってよ 
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貸し切りの素泊りプランです。 

家族や友人、サークルの合宿など、気の置けない人たちとの自由な時間を。 

またはご夫婦だけで別荘のように・・・。 

10 名様まで５万円 追加料金は１名様に付き 3000 円 

例 12 名様ご利用の場合 56,000 円 

＊金額は全て税込価格です。 

お食事は、アウトドア好きならＢＢＱ、朝は近くのパン屋さんで。峠の釜めしって手も？！ 

やっぱり外食が良いな・・・。という方には近くのお食事処をご紹介させていただきます。 

腕に自信あり！という方は、炊飯器、電子レンジ、トースター、ホットプレートなどご自由に 

お使いいただけます。ＢＢＱ用の網、炉、鉄板のセットは 1,000 円で貸し出しております。 

 

 

 

 

 

家電 炊飯ジャー、電子レンジ、トースター、ホットプレート、電気ポット 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

炊飯ジャー ホットプレート 
フードプロセッサー 

トースター 

電気ポット 

電子レンジ 

 

食洗器あります！ 

片付けも楽々 

ほうき 

クイックルワイパー 

掃除機 

コロコロ 

ホール横にある BBQ 場 

ジューサー 
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２０２０年度後期（2020・10・1～2021・3・31）会費寄付納入者お名前（敬称略） 

正会員  小宮清 須藤昇 三木順一 三木洋子 

賛助会員 青木みどり 青木郁子 青木昇 阿部倉伸子 天田文子 淡路博和 安藤千穂  

石井義通 石崎洋美 石田久美子 石田美可子 市村八千代 稲塚広美 今井悦子 今村井子 

岩崎和子 岩鼻留美 上野正・敬子 内堀幸恵 大井廣行 大久保妙子 岡寿子 岡崎保義  

岡島春枝・佳樹 岡本美子 影山敦子 金子由紀子 神山朝子 神戸昌子 岸篤 木村 薫  

小久保雅子 小暮栄子 小林勝之 小林和夫 斎藤真由美 櫻井喜久江 櫻井仁・ひとみ  

櫻井三喜子 佐嶋貞康 佐藤千賀子 佐藤みゆき 佐藤祥子 佐藤修司 重国毅 柴崎智美 

島野健太郎 島村敦子 島村昌子 清水広幸・泉 神保弘 杉木京子 杉山すみ代 関口正生 

高橋真人 武井弘司 多胡英子 田嶋秀記 伊達富美子 田中美香 田中志野 田中正義・祐子 

堤恵一朗 靏田みずき 寺島伸二 徳久純恵 長居由子 中澤康子 中嶋晃彦 中嶋朗 仲世

古隆臣 永田邦彦 中山幸彦 長山由利子 南部康光 能登宣彦・美津子 萩原隆 萩原秀長 

萩原冨司 長谷裕美子 浜本洋 林崎正史 原田てる子 春木貫志 平井美子 福田孝子  

福田晋児・典子 藤野美枝子 古溪繁子 本多栄一 本田豊・奈穂 黛恵美子 マリヤクリニッ

ク 三宅捷太 向井善彦 森下博子 森下修 山川賢治 山口克己 山田隆広 山田節子  

山根英里子 吉井まゆみ 

寄付 アププレ 安藤千穂 伊東葉子 岩鼻留美 江原愛子 金田一幸江 熊谷充子 小板橋

仁美 阪本美乃里 佐藤久美子 佐藤千賀子 杉山すみ代 高橋貴子 長岡静枝 中村倫子 

永田邦彦 西田匠・誉子 星治江 眞下美幸 松井田教会 匿名希望 

 

法人会員 社会福祉法人光の里 社会福祉法人かんなの里 株式会社スギヤマ 

 

２０２１年度前期（2021・4・1～2021・9・30）会費寄付納入者お名前（敬称略） 
 

正会員 木下美幸 黒羽知代 佐藤貴雄 鈴木成就 鈴木光子 滝沢久美子 

賛助会員 甘田恵子 伊原紀美子 岡島春枝・佳樹 小清水輝明 小林旨臣 中嶋晃彦     

萩原千栄子 松橋よし子 松本立家 茂木英子 山口克美 油木時子 

寄付 アププレ 佐藤かほる 鈴木成就 滝沢久美子 富樫真澄   

 

 

物品寄付等 野菜、花、桃、トウモロコシ、川越芋プリン、LED 電球 
（中古）掃除機、食洗機、電子レンジ、オーブントースター、デロンギ、洗濯機、 

 

 

 

会費・ご寄付 いつでも受付中 

年会費：10,000円、3,000円、1,000円 

お振込先：ゆうちょ銀行 口座番号 00100‐9‐631710 
 




