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╋━「願いをつばさに乗せて」━━━━╋	 

┃	 	 	 “つばさ”Ｎｅｗｓ  

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2014 年 02 月 01 日発行	 第 35 号━━╋	 

	 本メルマガは、法人後見を行う特定非営利活動法人	 よこはま成年後見	 つばさの会員及

び賛助会員に送信しています。	 

┏┏┏┏┏	 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	 

┏━┓	 

┃１	 	 飛翔（巻頭言）	 市民公開講座～その人らしく、生活を支える～	 	 根岸満恵	 	 

┗━┻─────────────────────────────────	 

◎2013 年 10 月 12 日、つばさは満２歳の誕生日を迎えました。新年に入り、１月 18 日（土）

法人設立 2 周年を記念して市民公開講座を開催しました。内容は老いとその生活を考える

シビアなものでしたが、会場は、会員を中心に賛助会員の方々にご出席いただき和やかな

雰囲気でした。	 

	 

	 冒頭、篠崎副理事長からつばさ設立経緯の説明	 

と現在の状況について報告がありました。法人後	 

見の相談や受任状況は急速に増加していることも	 

然ることながら、その他の権利擁護事業も拡大し	 

ています。今年は、各方面からの期待もあり、更	 

に発展していくものと思います。	 

↑	 篠崎副理事長	 	 	 	 	 

	 講座は 3 部構成で、 初につばさの会員でもあり日本社会事業大学講師の西田ちゆきさ

ん、続いてエミアルケア港北の佐藤洋子さん、 後が法人後見を担当したつばさのメンバ

ーによる座談会でした。	 

	 

	 Ⅰ部の講演者である西田さんは「地域で認知症高齢者を支える」と題して、ご自身の経

験談を交えて重要なポイントをお話されました。認知症の初期の対応として、時には強引

な対応も必要ということでした。認知症からくる行動の異変にいかに早く気づき、大切な

ご本人の財産を無駄に減らすことのないようにすることは簡単なことではありませんが、

歩き方や視線の方向、怒りっぽくなり、気分の浮き沈みが見られるなど、家族の小さな変

化に注意深さをもつことが重要だと思いました。	 

また、西田さんが後見人等の立場から遭遇された様々な家族の形のお話は興味深いもの

がありました。介護する側の状態として、介護が大変なのではなく精神的な負担感が辛い

ということ、競うように母を介護する姉妹に家族の関係性が凝縮されているというお話は

印象的でした。	 
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↑	 つばさの西田さん	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↑	 エミアルケア港北の佐藤さん	 

	 Ⅱ部はエミアルケア港北の佐藤さんの講演で、エミアルケアの名称の由来から始まりま

した。何語なのかと思いきや「笑ある」という日本語ということでした。佐藤さんは、こ

れまでの暮らしをそのまま継続できるようにとの思いで活動されているそうです。今まで

行っていたデパートで洋服を買う、今まで通っていた美容院に行くなどのちょっとしたこ

とも介護保険制度ではできないことがあり、そうした「これまでの暮らしの継続」がご本

人にとっては重要なことなのだと思いました。	 

さらに、認知症の方だけではない、身寄りのない一人暮らしの方が抱えている課題につ

いてのお話は、地域の関係性が薄れてきた現代を象徴するものであり、関係機関が連携し

ながら、孤立しない、させない地域づくりの必要性を感じました。そこにも後見人として

の役割がありそうです。	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

↑	 パネリストは左から山吹さん、小松さん、有園さん	 	 	 	 	 ↑	 コーディネーターは須田理事長	 

	 

後は、須田理事長をコーディネーターとする座談会でした。法人後見の担当者として

活動されている有園さん、小松さん、山吹さんからお話を伺いました。生まれた時から施

設暮らしをしているという重度の知的障がい者、脳梗塞による麻痺と失語症を抱えた脳血

管性認知症の方、家族からネグレクトを受けていた認知症の方、それぞれが全く違うタイ

プの事例でした。もちろん、申立てに至る経緯も方法も様々でした。一つ一つが勉強にな

りました。法人後見は、様々な事例を身近で学ぶことができます。自分が担当しなくても

共有することで、引き出しが増えていきます。対応が難しい場合もスーパーバイザーがい

ます。チームでの対応も可能です。それが、担当する側の安心感なのだと思いました。	 

後に、三人の方からこれから担当する方へ、「案ずるより産むが易し」との心強いエー	 

ルを送っていただきました。	 
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┏━┓	 

┃２	 	 大空（会員の声）	 	 つばさの財政状況報告	 	 	 会計担当	 有園田鶴子	 

┗━┻─────────────────────────────────	 

◎	 そろそろ決算期を迎えます。昨年 12 月末までの法人の財政概要について特徴的なとこ	 

ろを報告します。今年度は約 182 万円の予算でスタートしましたが、保土ヶ谷区社会福祉

協議会のふれあい助成金をいただいたことで 11 月に補正予算を組み、189,8 万円としまし

た。	 

１	 収入について	 

	 対予算執行率の 131％の状況です。特徴的なこととしては、受任報酬を８月に 1 件いた	 

だきました。また、寄付が増えています。解散した社団法人アンカーからの寄付と共に、	 

昨年 11 月には理事の藤村さんより多額の寄付金を頂戴し、お蔭様でつばさの財政が一息つ	 

ける見通しができました。今年 1 月にも理事の須田、篠崎、熊谷さんからご寄付をいただ	 

いており、講演会活動による謝金も昨年度に比べて多くなっている状況です。講師活動や	 

寄付してくださった会員の皆様本当にありがとうございました。	 

２	 支出について	 

	 対予算執行率 55％の状況です。今年度の特徴は、講演会活動、相談支援活動等事業費の	 

支出が目立ってきています。1 月に入りますと、パート職員雇用、固定電話の設置、パソ	 

コン及びソフト購入等の通信費関係費等の特別支出が見込まれます。法人事務費としての	 

管理費はできるだけ低く抑えておりますが、事業拡大に伴う事務量増によるコピー機関連	 

費用や通信費の増大は止むを得ない状況にあります。	 

３	 収支状況について	 

	 現在の収支差額は約 140 万円の黒字となっております。多額の寄付金に拠るところが大	 

きくなっています。今後上記の大幅な支出も予定されていますが、特別なことが無ければ	 

次年度への繰越額が見込めそうです。	 

４	 今後について	 

（1）出資金について	 

	 来年度は出資金（借入金）の返済期に当たります。出資者の皆様、どうぞ引き続き出資	 

にご協力ください。	 

（2）会員会費について	 

	 今年度の新規加入会員は増えておりますが、伸びが止まっております。是非皆様のお近	 

くで会員拡大をお願いします。また、指定（又は認定）NPO 法人申請を検討中ですが、指	 

定の条件に「広く一般市民の支援がある」ことが謳われていますので、賛助会員や寄付者	 

の拡大もあわせてお願いします。新しい HP でも広く訴えていく予定になっています。	 

（3）受任報酬について	 

	 遂に受任が 10 件を超えました。来年度は受任報酬の増大が見込まれ、収入に期待が持て

ると思われます。また、パート職員雇用により、事務効率の向上も見込めます。引き続き、

引き締め財政で今年度を乗り切っていきますので、よろしくご協力お願いします。	 
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┏━┓	 

┃３	 大空（会員の声）使命は子供を残して安心して死ねる未来をつくること	 手島大輔	 

┗━┻─────────────────────────────────	 
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全日本手をつなぐ育成会の機関誌「手をつなぐ」12 月号にオーラルピース事業に取り組む

青葉区の手島大輔さんの書いた文が掲載されました。	 

	 

http://ikuseikai-japan.jp/publish/tsunagu	 
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┏━┓	 

┃４	 	 大空（会員の声）	 貧困問題〜新たなネット構築に思う〜	 須田幸隆	 

┗━┻─────────────────────────────────	 

◎貧困問題に、30 年も 40 年も向き合ってきて次のように思います。	 

江戸時代の米沢藩	 上杉鷹山の言う「自助・共助・公助」の議論はあっても、	 

近代社会の貧困問題は、極めて社会的問題です。	 

20 世紀の資本主義社会は、そのような認識でスタートしています。	 

特に戦後の我が国は、次のような枠組みだったと私は理解します。	 

第１のネット	 経済政策や雇用政策、社会政策など国全体の政策の問題であること。	 

第２のネット	 雇用保険、健康保険、介護保険など社会保障施策の問題であること。	 

第３のネット	 後のセフティーネットとして生活保護の問題であること	 

	 

そうしてみると今度の生活困窮者自立支援法に基づく事業は、第２と第３の間に新た設け

られたネットと理解できます。４つのネットが構築されたと言ってもいいかもしれません。	 

いずれにしても、どれか一つだけのネットに依拠するのではなく、総てのネットがきっち

り機能する社会であって欲しいと思います。	 

-----------------------------	 

「だいＪＯＢセンター」開設へ	 	 

生活困窮者の自立を支援	 １４人体制で相談対応／川崎市	 

神奈川新聞	 2013 年 12 月 13 日	 

	 

川崎市は１３日、生活保護を受ける手前の

生活困窮者の社会的経済的自立を支援する

相談窓口「市生活自立・仕事相談センター

（愛称・だいＪＯＢセンター）」を川崎駅

近くの川崎フロンティアビル５階（同市川

崎区）に開設する。就労支援や居住生活支

援などの相談にワンストップかつ「寄り添

い型支援」を行って自立を促す。スタッフ

１４人体制は同種の相談センターとしては

政令市では 大規模という。	 

	 

	 対象者は市内在住や在勤・在学で、生活保護受給者ではなく失業などで生活に困ってい

る人。市では国民健康保険滞納者から推定して潜在的に約２千人の対象者がいると見込ん

でいる。	 

	 

	 ハローワークに続く「第二のセーフティーネット」と位置付け、生活保護受給に至る手

前で相談に乗り、支援することで自立を促す。「仕事が見つからない」「家賃滞納で立ち

退きを迫られている」「お金の管理が苦手」などさまざまな相談に対応。ハローワークへ

の同行や家への訪問によるごみ出しや清掃アドバイス、家計簿指導などきめ細かく「寄り

	 

窓際で明るい雰囲気の相談ブース＝川崎区の川

崎市生活自立・仕事相談センター	 
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添い型支援」を行うとしている。支援期間は半年から 長１年程度。	 

	 

	 相談員には、キャリアカウンセラーや精神保健福祉士、社会福祉士、弁護士、司法書士

もおり、幅広い相談に応えることができるという。市南部住宅支援給付相談センターも併

設している。	 

	 開設時間は月～金曜（祝日、年末年始除く）の午前１０時～午後６時。相談は無料。問

い合わせは同センター電話０４４（２４５）５１２０。	 

	 

┏━┓	 

┃５	 	 大空（会員の声）NPO 法人	 よこはま成年後見	 つばさの紹介	 須田幸隆	 

┗━┻─────────────────────────────────	 

１.	 設立経緯と名前の由来	 

	 よこはま成年後見	 つばさは、判断能力の不十分な方々の権利擁護を目的に、成年後

見制度の利用支援及び法人後見を行う団体です。2011 年 10 月 12 日に特定非営利活動

法人として発足しました。メンバーの多くは横浜市社会福祉職 OB で福祉事務所や保健

所などのソーシャルワーカーとして数十年の豊富な経歴があります。法人の中枢は、

社会福祉士として後見人、保佐人などの後見業務を長年経験してきたものが担ってい

ます。	 

	 もし足が弱くなったら杖の助けを借りるように、もし判断力が不十分になったら、

成年後見人のサポートが必要です。生活の維持と権利擁護に成年後見制度は欠かせな

いのです。たとえ資力が乏しくとも、必要な時には容易に利用できるようになって欲

しい、生活の質を大切にした成年後見を行う法人が身近にあるといいね。そんな思い

が高まり、NPO 法人を発足させました。一人の力は小さくても輪を広げ、つばさを広げ、

夢に向かって羽ばたこうと願いを込めて「つばさ」と名付けました。	 

	 つばさ誕生の発端は、あの 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災にあります。横浜市は、

直後に一時避難所を設置しますが、私たちは、横浜市職員 OB として避難所での生活相

談に結集します。そのメンバーを主体にして、今度は法人後見へと夢を膨らませたの

です。	 

	 2011 年 10 月 12 日に法人設立、2012 年 2 月 15 日には、早くも受任できました。横

浜では、NPO 法人による 初の法人後見です。2012 年 2 月 20 日、TBS ニュースバード

が私たちの取り組みを 45 分番組にして放映（CS 放送）してくれました。2013 年 12 月

末現在、受任件数は 10 件になりました。つばさには、例えば障害者の工賃アップのた

めの新しい口腔ケア剤の斡旋、生活保護の預託機関など法人後見以外の権利擁護の取

り組みにも多くの期待が寄せられています。その期待に応えられるよう今、横浜の地

で熱く燃えています。	 

２.	 法人の目的	 

	 法人の目的は、成年後見制度の利用を必要とする人及び一般市民に対して、財産管理は

もとより身上監護を一層大切にした成年後見サービス等を提供することや人権擁護の推進

を図る活動を通し、誰もが安心して生活できる社会創りに寄与することです。	 
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3.法人の基本理念 
①相談力、コーディネート力等の発揮	 

	 ソーシャルワーカーとして培った相談力、コーディネート力、課題解決力を発揮します。

また、地域のネットワークを活用し、良質な後見サービスを提供します。	 

②身上監護の重視	 

	 ご本人の意思を大切にし、寄り添ったより良い生活に向け 善を尽くします。	 

③安心な社会創り	 

	 誰もが等しく権利を守られ、いつまでもその人らしく安心して暮らせる社会をめざしま

す。	 

4.事業内容 
	 ●成年後見制度に関する相談	 

	 ●法人後見の実施	 

	 ●成年後見制度の普及・啓発活動	 

	 ●親族後見人・市民後見人への支援	 

	 ●その他の権利擁護	 

	 	 ・プロジェクトによる後見的支援	 

	 	 ・あんしんノートの普及	 

	 	 ・法テラス神奈川への協力	 

	 	 ・生活保護制度の預託機関	 

	 	 ・オーラルピース（口腔ケア剤）の斡旋	 

5.会員等の紹介（2013年 11月 30日現在） 
会員 34 名	 賛助会員 17 名	 アドバイザー1 名	 

会員内訳（重複）	 

社会福祉士	 	 	 19 名	 

精神保健福祉士	 	 2 名	 

社会福祉主事	 	 15 名	 

介護支援専門員	 15 名	 

介護福祉士	 	 	 	 1 名	 

社会保険労務士	 	 1 名	 

行政書士	 	 	 	 	 1 名	 

司法書士	 	 	 	 	 1 名	 

	 

6.事務所の所在地 
〒240-0006	 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川２丁目９−１	 竹内アパート 2 階	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Tel・Fax：０４５—７４４—５６００	 
E-Mail	 	 :ysuda@apple.email.ne.jp	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

URL	 	 	 	 :	 http://www.ne.jp/asahi/suda/yuki/index2.html	 	 

	 

＜参考	 新聞記事＞ 
2011 年 3 月 31 日	 神奈川新聞	 避難者支援きめ細かく	 
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┏━┓	 

┃６	 	 大空（会員の声）	 	 スタンディング車椅子の話題	 	 	 須田幸隆	 

┗━┻─────────────────────────────────	 

◎Face	 Book の話題から	 

＜平岡＞	 

スタンディングの車いすで手術する医師。これがアメリカ。 
2014 年 1 月 10 日	 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2513994/Paralyzed-doctor-performs-surger

y-thanks-stand-wheelchair.html	 

	 

＜高松＞	 

こんなのがあるんだ！	 

＜須田＞ 
櫛田さんも使ってますよね。北海道のスタンディング車いすのサックス奏者渡部さんは元

気ですかね。	 

＜平岡＞	 

公費では支給されないのでしょうね。	 

＜櫛田＞	 

公費で必要と認めていただきました。基準外交付。私も、当時アメリカの医師がスタンデ

ィングで opeしてたのを見て感動したのがきっかけでした。もっともっとこういった情報
が広がり、就労支援・生活支援につながってほしいです。	 

＜須田＞	 

平岡さんは、10 年遅いな。櫛田さんの行政交渉には私もちょっと知恵を貸しました。ス
タンディング車椅子のサックス奏者：渡部昭彦氏が MM21で秋空の下、労働組合の祭典で
高らかにサックスの音を披露したのは、2004 年です。ニューヨークのグランドゼロで世
界平和を願って吹いたのは、2006 年です。成年後見のお仕事でいただいた報酬とグラン
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ドゼロ、アンカー、つばさの設立資金とつながっているのです。	 

	 

以下は、8 年前に書いた文章です。	 

-----------------------------	 

私の「さとうきび畑」	 

	 

ざわわ	 ざわわ	 ざわわ	 広い	 さとうきび畑は	 

ざわわ	 ざわわ	 ざわわ	 風が	 通りぬけるだけ	 

	 

	 この曲は、皆さんご存知の「さとうきび畑」です。フォークシンガーの森山良子さんが

歌っています。「さくら」を歌った森山直太朗さんのお母さんです。森山良子さんが初め

て歌ったのは、1969 年ですから、もうかれこれ４０年も昔の話しです。私も若い頃、「こ

の野原いっぱい」「今日の日をいつまでも」と言った LP レコードを買い集めたことがあり

ます。「さとうきび畑」も知っていました。でも特別の意味を込めて聞いていたのではあ

りません。	 

	 今年の５月３日憲法記念日に、車椅子の服部一弘氏が経営する横浜 MM21 の近くにあるア

ニミという小さな喫茶店で、車椅子のサックス奏者：渡部昭彦氏のミニコンサートがあり

ました。私も、誘われて参加しました。 後に演奏されたのが、この「さとうきび畑」で

した。今度は、特別の意味を込めて聞きました。そして渡部昭彦氏の平和を願う思いに触

発されました。	 

	 

ざわわ	 ざわわ	 ざわわ	 広い	 さとうきび畑は	 

ざわわ	 ざわわ	 ざわわ	 風が	 通りぬけるだけ	 

	 

むかし	 海の向こうから	 いくさが	 やってきた	 

夏の	 ひざしの中で	 

	 

ざわわ	 ざわわ	 ざわわ	 広い	 さとうきび畑は	 

ざわわ	 ざわわ	 ざわわ	 風が	 通りぬけるだけ	 

	 

あの日	 鉄の雨にうたれ	 父は	 死んでいった	 

夏の	 ひざしの中で	 

	 

	 「さとうきび畑」は、あの沖縄戦を歌った反戦歌です。私の父親の弟つまり叔父もあの

沖縄戦で戦死しました。渡部氏は、沖縄でこの曲を演奏してきたそうです。出来たら今年

の８月９日、長崎でも演奏したいと言ってました。	 

	 私は、1944 年（昭和 19 年）３月 19 日に東京の下町、深川に生まれました。その深川は、

敗戦の年の 1945 年（昭和 20 年）３月 10 日に、アメリカの B２９による無差別爆撃を受け

ます。大空襲です。深川は、全面焼け野原だったそうです。私の家も焼けます。	 	 

「疎開」、この言葉はもう死語になってしまったかもしれません。「疎開」とは、空襲を
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避けて地方へ引っ越すことです。私たちは、母方の祖父たちがいた横浜に疎開します。そ

の横浜にも、1945 年５月 29 日に空襲があります。私たちはまた焼け出されたそうです。

ですから、戦争は嫌いです。	 

	 私が、 初に渡部昭彦氏に出会ったのは、2004 年の秋、MM21 の広場で行なわれたある労

働組合の祭典でした。出会いを作ってくれたのは、八王子に住む同じ車椅子の看護師、K

さんでした。K さんが、岐阜から八王子に移り住むきっかけに私は少しだけ関わっていま

す。この労働組合の議長もたまたま知り合いでした。出会いが出会いを呼んでいます。	 

	 渡部氏は、全国で演奏活動を行なっています。いつの日か世界平和を願って、テロで廃

墟になったニューヨークのグランドゼロに立つ夢を抱いています。渡部氏は、毎年四国小

豆島の特別養護老人ホームに行きます。その特別養護老人ホームの利用者の一人からグラ

ンドゼロでの演奏協力の申出を受けたそうです。これが夢の実現に向けて、一歩を踏み出

すきっかけになったようです。夢の実現のため渡部氏と K さんはプロジェクト０１（ゼロ

ワン）を設立しました。	 

ニューヨークでの演奏は、2006 年 10 月 10 日から 15 日間の予定です。私もこの企画に関

わり合いたいと思っています。	 

	 実は、私は４年程前から成年後見の補助人の仕事をやってきました。資力がないため引

き受け手がないということで、ボランティア覚悟で引き受けたのです。ところが、資力の

あることがわかりました。このほど、家裁から報酬として予期せぬ収入を付与されました。

わずかな資金ではありますが、その意義ある使い道を考えていましたので、この企画は、

私にとってとてもグッドタイミングです。今私は、プロジェクト０１（ゼロワン）の「武

器を楽器に替えて」のこの企画に参画したいと願っています。資金の一部を携えて・・・・。	 

	 

2006 年 8 月 1 日	 須田幸隆	 

	 

┏━┓	 

┃７	 	 羽ばたき（会員紹介）	 	 

┗━┻─────────────────────────────────	 

◎なし	 

	 

お┃し┃ら┃せ┃	 曙（三役会より）	 

━┛━┛━┛━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	 

▲ご寄付をいただきました。こころより感謝申し上げます。	 

	 11 月藤村清美さん	 1 月篠崎美代子さん	 熊谷美江子さん	 須田幸隆	 

▲01 月 06 日（金）、事務所に新しいデスクトップパソコンが入りました。	 

▲01 月 07 日（火）、事務所に固定電話が開通しました。045—744—5600	 
▲01 月 08 日（水）、市民公開講座の事前打合せを行いました。	 

▲01 月 11 日（土）、神奈川県下の 8 団体による NPO 法人連絡会が開催されました。協議

議題としてつばさからは、苦情相談窓口の設置を提案しました。継続協議となりました。	 

▲01 月 17 日（金）、注目して事例について家裁申立を行いました。午前中が後見類型で

本人申立です。午後は、補助類型で弁護士の代理申請です。結果に注目しています。	 
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▲01 月 21 日（火）、前任の後見人が辞任しつばさが後任後見人候補者の事例についての

家裁ヒアリングがありました。	 

▲01 月 22 日（水）、事務所のインターネット環境が整いました。メールアドレスは、次

の通りです。teamtubasa@yokohama.email.ne.jp	 

▲01 月 24 日（金）、特別送達で審判書が届きました。つばさにとって 11 番目です。担当

は大関さん、スーパーバイザーは藤村さんにお願いしました。本人申立で行った注目すべ

き事例です。	 

▲01 月 25 日（土）、東京都港区田町交通ビルで開かれた「法人後見の未来像」という研

修会に参加しました。認定 NPO 法人を目指す意義を改めて認識しました。	 

▲今、根岸満恵さんによって新しいホームページ作成準備に入っています。公開は 2 月 1

日を予定しています。お楽しみに。	 

	 

§会員状況§	 2013 年 8 月 31 日現在	 

会員 34 名（うち理事 6 名	 監事 1 名）	 賛助会員 17 名	 

理事長	 	 須田幸隆	 	 

副理事長	 篠崎美代子	 	 副理事長	 熊谷美江子	 

理事	 	 	 有園田鶴子	 	 理事	 藤村清美	 	 	 理事	 根岸満恵	 	 	 	 

監事	 	 	 渡邉修一	 	 	 	 

会員	 	 	 芦田正博	 熊谷雅樹	 山吹静子	 	 渡部恵子	 黒川寛恵	 四居恵子	 夏目典子	 	 	 

	 	 	 	 	 四條眞貴子	 勝俣潤子	 飛田尚子	 石附千早	 永田千穂	 小松善子	 勢田光美	 	 

	 	 	 	 	 小幡さえ子	 伊藤政子	 佐野早苗	 内海淳子	 小出浩子	 大木佳美	 中谷芳明	 	 

	 	 	 	 	 大関奈保子	 境田明美	 西田ちゆき	 斎藤聡子	 村内麻里奈	 武田玲子	 

賛助会員	 高木三知	 関野昌三	 黒川伸人	 堀崎明美	 宮本豊子	 岡本美知子	 成瀬富子	 	 

	 	 	 	 	 長沼美恵子	 横山房子	 木村共希	 福田祐子	 岡田弘子	 長島正樹	 川田雪野	 	 	 	 

	 	 	 	 	 熊井さとみ	 風間康子	 石黒紀子	 

アドバイザー	 伊東豊信（司法書士）	 
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