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 特定非営利活動法人 もちもちの木は、平成１３（２００１）年に介護保険制度の導入と共に  

立ち上がりました。 

  

理念は、  

やさしい心 ～ 迷ったり 探さぬよう そばにいるよ!! ～ 

みんなが ふつうに くらせる しあわせ を 守って行きたい と考えています 

 

                          

そのきっかけは…   

前理事長 竹中 寛が、 

平成２（１９９０）年に社会福祉法人の設立や 

特別養護老人ホームの開設に携わったことをきっかけに、  

平成４（１９９２）年にレジャーイベントを開いて 

福祉団体に寄付活動を行う団体「レジャンティア」を結成。 

平成７（１９９５）年から特別養護老人ホームの運営に 

携わる中で、大規模施設の在り方に限界を感じたことを 

きっかけに、「私のふつうの暮らし」や「小規模で顔の見える 

関係を大切にする事業所」を目指したことでした。 

 

現在行っている事業は、 

認知症対応型共同生活介護 グループホーム 土橋のおうち（９名：平成１３（２００１）年１１月～）  

通所介護 デイサービス 土橋のおうち       （１３名／日：平成１３（２００１）年１１月～） 

訪問介護 ヘルパーステーション もちもちの木（平成１５（２００３）年１１月～） 

住民参加型 ふれあいサービスもちもちの木 （平成１６（２００４）年９月～） 

自主事業 ナイトケア デイサービス 土橋のおうち（４名／日：平成１６（２００４）年９月～） 

居宅介護・外出支援 ヘルパーステーション もちもちの木（平成１６（２００４）年１１月～：障害者自立支援法） 

みんなの居場所づくり ふらっとホーム 河原町 （平成１８（２００６）年１１月～） 

日中一時支援 デイサービス 土橋のおうち  （３名／日・平成１９（２００７）年２月～：障害者自立支援法） 

認知症対応型通所介護 共用型 認知症デイサービス 土橋のおうち（３名／日：平成１９（２００７）年３月～） 

 

 

 

前理事長 竹中 寛 は、 

「どのケアの方法が『長生きできるか』ではなく、 

どのケアの方法が『一番お年寄りを幸せにできるか、人間らしく暮らせるようにするか』を 

考えていくと、おのずと最良の方法が見出せる。 

認知症の高齢者が、普通の高齢者と同じようにおしゃれをして、暮らせるような居場所づくり

を実現したい」と願っていました。 

前理事長 竹中 寛は、約２年余りの闘病生活を終え、平成２０年９月４日正午ごろ、 

すこやかに眠るように永眠しました。 

 

もちもちの木は、前理事長亡き後もその意思を引き継ぎ、変わらぬ やさしい心 をもちながら、

認知症の高齢者をはじめ、多くの人の居場所づくりを行っていきたいと考えています。 

 

どうぞ、みなさま、見守っていてください。 

 

 

○ 竹中 寛さんを偲ぶ会 を 開催しました 

平成２０年１１月１日（土）１６時から、 

アステールプラザ 大広間にて、 

竹中 寛さんと縁のあった５０名余りが集い、 

交流をいたしました。 

 

  みなさまからいただいたお言葉等を 

冊子にまとめています。 

ご希望の方はもちもちの木にご連絡ください。 

０８２－２９４－９３４６ 担当 池口 

 



 

前理事長 

  竹中 寛の軌跡   

 

 

 

 

 

 

 

 

1952年 

 

(昭和27年) 

 

8月 

  

広島県呉市  父、歯科医師の次男として生まれる 

1977年 (昭和52年) 3月  東京経済大学経営学部卒業後、歯科技工士となる 

  4月  後藤歯科医院 入社 

1987年 (昭和62年) 3月  後藤歯科医院 退社 

  4月  竹中事務所 開設 

1990年 (平成 2年) 4月  社会福祉法人 設立準備室 室長となる 

1992年 (平成 4年) 7月  ボランティア団体レジャンティア結成代表となる 

1994年 (平成 6年) 6月  社会福祉法人 福祉の森 法人認可を得る 

1995年 (平成 7年) 9月  特別養護老人ホーム 恵の海 開設 事務次長となる 

1996年 (平成 8年) 1月  デイサービス、ショートステイ 開設 

1997年 (平成 9年) 9月  ケアハウス恵の海 開設 

1998年 (平成10年) 4月  広島県共同募金会２１世紀あり方委員となる 

2000年 (平成12年) 4月  ～介護保険制度開始～ 

2001年 (平成13年) 9月  特別養護老人ホーム 恵の海 退社 

特定非営利活動法人 もちもちの木 設立 理事長となる 

  11月  グループホーム 土橋のおうち 開設 

デイサービス 土橋のおうち 開設    

2003年 

2004年 

 

2006年 

 

 

2007年 

(平成15年) 

(平成16年) 

 

(平成18年)  

 

 

(平成19年) 

11月 

9月 

11月 

3月 

10月 

11月 

 2月 

 

3月 

10月 

 ヘルパーステーション もちもちの木 開設（介護保険法）  

住民参加型ふれあいサービス もちもちの木 開設  

ヘルパーステーション もちもちの木 開設（障害者自立支援法）  

介護福祉士国家資格 取得 

認知症ケア専門士 取得 

みんなの居場所 ふらっとホーム 河原町のおうち 開設 

デイサービス土橋のおうち内 障害児日中一時支援 開設 

広島市認知症対応事業開設者研修 

グループホーム土橋のおうち内 認知症対応型通所介護 開設  

読売認知症ケア賞 奨励賞 受賞 

 

 
 

 

 

～ お知らせ ～ 

○ 平成２０年９月３０日に臨時総会を開き、役員の再任、新役員の就任がありました。 

理 事 長 竹中 庸子 

副理事長 中村 隆行 ひろしまＮＰＯセンター 専務理事 

理  事 村上 敬子 認知症の人と家族の会 広島県支部代表 ・ 品川 廣  

      小関 祐二 日本赤十字社 広島看護大 准教授 ・ 岡部 栄夫 もちもちの木歯科 院長 

      竹中 宏美 

監  事 下川 仁子 オプティＪ 代表（保健師） 

 

～ ごあいさつ ～   

           新理事長 竹中 庸子 

   朝晩の寒さに身が引き締まる季節になりました。 

暑かった夏を乗り越えて、もちもちの木では穏やかな日々が続いております。 

前理事長 竹中 寛は、自分で開所した“ふらっとホーム 河原町”にて看取られ、 

澄み渡る秋空に旅立って逝きました。 

彼の「さみしいから、そばにいて欲しい…」 

その思いに添うために、私自身、仕事をしながら介護をいたしました。 

電動車いすで７月には念願の沖縄旅行、８月には宮島花火大会にも行くことができました。 

これもリラクゼーションサロン ミントの山下さんの言葉「沖縄は日帰りでも行けるよ」にはじまり、 

主治医であるシムラ病院 緩和ケアの岩田先生の「沖縄は国内だから、行ってらっしゃい」「在宅は度胸 

だけですよ」の言葉に背中をポンと押され、 

ケアマネージャーの幸野さん、２４時間の広島在宅クリニックの小西先生や訪問看護ピース、友人、 

スタッフ、家族など多くの方にしっかり甘え、助けられ、支えられることで、 

最後の時までアクティブに彼らしく生きることができました。 

“もうすぐ大切な人がいなくなる事を受け止める困難さ”や、“病院でないところで看取る事”を体験し、

あらためて命の重さを感じ、人生のおわりの時を家族で過ごす大切さを強く感じています。 

また、もっと利用者様やご家族の気持ちに添っていかなくてはならなかったと･･･ 

この場で、これまでの至らなさを深くお詫びしたいと思います。 

これからも、亡き竹中 寛の志を継ぎ、この体験を活かし、過ごしたい場所で、一緒にいたい人と 

充実した時が送れるような居場所づくりや支援も行っていきたい。 

そして、地域の方に、もっと安心して喜んでいただける「もちもちの木」に発展させていきたい!!  

と思う所存でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○ もちもちの木では賛助会員募集しています 

入会金１,０００円  年会費 ２,０００円（一口） 

もちもちの木の提供する事業（ふれあいサービスやふらっとホームのスペース利用など）を継続的に 

ご利用くださる皆さんや当法人の活動を支えてくださる皆さまには、会員としてご登録いただいています。

当法人の活動にご賛同くださり、運営を支えてくださる皆さま（市民団体や市民団体に属する個人や一般

の方、社会貢献活動や市民団体支援として、当法人の活動にご賛同くださる企業体や自治体）が対象です。 

賛助会員にご関心をおもちいただけましたら、もちもちの木（２９４－９３４６）にご連絡をいただくか、 

ゆうちょ銀行 口座番号 ０１３００－８－７００８９ 特定非営利活動法人 もちもちの木  

 

直接ご入金いただけましたら、幸いです。 ぜひ、よろしくお願いします!! 

発行 特定非営利活動法人 もちもちの木  広島市中区土橋町５－３５ ０８２－２９４－９３４６ 

Ｅメール mochimochi_npo@hotmail.com ブログ http://blog.canpan.info/mochimochinoki/ 


