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平成29年4月開P~Fに向けて、らびす移転工事が始きII孝す。

↑完成後の外観イメージ

↑9月 28日 の地鎮祭の様子
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寄付方法。募金趣意についての詳細は、ウラ面をご覧ください。



重度心身障がい者の通所施設 春肝うのらんぶ

設立資金ご協力のお願い

NpO法人

日頃より、まほうのらんぷの活動に対し、

ご理解とご協力を賜りまして厚く御ネL申 し上げます。

当法人は、障がいのある子を育てる親が中心となり、平成 10年に

活動を開始しました。多くの関係者の皆様によるご支援により、

平成21年 に「自分らしくを応援します」の理念を基にNPO法人化し、平成22年から就労支援や生活支援などを

行う障がい福祉サービスを運営しています。そして、平成26年からは重度心身障がい者の通所施設「らぴすJの

運営を開始しました。

現在「らぴすJは、プレハブ建屋での運営を行つておりますが、気温の変化に伴う体調管理も大変であることや、

より広い施設で多くのご利用者様が快適に通所してもらえるように移転を検討しておりました。その結果、この度

正式に、平成29年 4月 に移転OPENで きるはこびとなりました。

移転先の場所についても検討を重ね、医療機関 他の支援施設 法人本部等との距離も考慮し、豊田市栄生町に

移転することとなりました。医療との関わりが不可欠なご利用者様、年齢を重ねるごとに身体の機能も変化する

ご利用者様、そして将来的なニーズの変化なども考慮して、ご利用者様が′き地よく過ごせる施設を作るためには、

たくさんの費用が必要です。できる限リコストを抑えて準備を進めていますが、やはりご利用者様に関するものは

良いものを選んで準備していく必要があり、移転費用も高額となります。

そこで、移転にかかる費用総額7,000万 円の内、500万 円を日標金額に、皆様からの力強いご支援とご協力を

賜りたくお願いを申し上げる次第であります。ぜひ皆様のお力をお貸しいただき、重度心身障がい者の通所施設

設立資金の募金に、ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

特定非営利活動法人まほうのらんぷ

理事長 谷澤 雄樹

対   象  個人 企業 団体

[]標 金額   移転費用フ000万 円の内 500万円

募集金額  1□ 1,000円  ※
:結『警:3ま

=rを
使   途   ご寄付の全額を 重度心身障がい者の通所

施設「らぴすJの移転費用に使途を限定して

活用させていただきます。

▼おねがい

本件へのご寄付であることを確認できるように 大変お手数をおかけしきす力ヾ

お振込後に 当法人き下 記の情報を 電話/FAX′公式サイトのお問い合わせ

フォームなどからご連絡いただけますようお願いいたします。

0振込人名義 ②振込金額 0振込日 0ご連絡先に 話番号 ご住所)
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なぜ、いま寄付を募るのか…

今後の事業拡大ためには資金が必要になります。NPOなんだから、福祉なんだから、行政からお金が出る
でしょ、補助があるでしょ…・というイメージがあるかと思いますが、現実は異なります。
NPO法人は社会福祉法人のように税金が免除される特権もなく、一般企業と同じなんです。もちろん法
人の自己資金だけではまかなうことが難しく、金融機関から融資を受けます。それは一般企業と同じ。
しかし、私たちはNpOなんです。
一般企業と同じことをやってるだけなら、NPOである必要はないのではないか。私たちNPO法 人まほうのら
んぷは、株式会社でも社会福祉法人でもないです。

私たちがNPOという法人格にこだわつているのは、地域課題を角翠決する担い手であり続けたい。そして、地
域に住むいろいろな方たちと一緒に、その地域課題を解決していきたいと思っているからです。障がいの有無

に関係なく、大切な命です。彼ら彼女らも、僕らと同じように生活を楽しみ、チャレンジして、挫折や苦労、

そして達成感を感じられる事業所を作りたい。

そんな思いを、地域の人たちにも伝える良い機会だと思っています。

そしてその活動を一人でも多くの地域の方に気付いていただき、行政やNPOにお任せしっばなしにしておく
のではなく、地域の課題を地域のみんなで解決できる社会に、一歩でも近づくように、それが、寄付という

支援のかたちであっても、大切な関わり方のひとつであると思つています。

「ここ|オ俺か寄付しててきた施設だ J「 私もココこ間わっているのよわ」

そんなふうに、当施設や当法人を、少しでも身近に感じていただき、無関心・無関係の他人事ではなく、

地域とともに、障がいのある方々を支えていける、そんな関係を築いていければと願つています。

☆ポランティアさんを募集してき寸 ′

らびすでは、ボランテイアさんを募集しています。見学なども随時行っていますので、

*内容*

①障がいのある方の活動の手伝い   ②食事の手伝い

(ワ ーク、レクレーション      (食 事をミキサーにかける、食器を洗うなど)

リラクゼーションなど)       月曜日～金曜日 11:15～ 13:00
月～金曜日 10時～ 15時 30分  ※ 1時間でも可

※半日でも可、時間は相談ください
電話 0565-77-6945(担当:富樫)

住所 豊田市中垣内町西ノ平3-1

☆賛助会員さんを募集してきけ ′

賛助会費が運営には不可欠です。賛助会員に入会 しご支援<ださい。

会員様には広報紙など活動内容を随時お伝えします。

■ 年会費 1□  1,OOO円 (何□でも構いません)

振込先 豊田信用金庫 本店営業部 普通□座 9045785
特定非営利活動法人まほうのらんざ 【とくひ)まほうのらんぷ】

人まほうのらんぷ『らびす』はイオン高橋店で幸せのイエローレシートキャンペーンに参力0しています。
11日に発行される黄色いレシートは、ぜひらびすのBOXにお願いします。


