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   星美ホーム賛助会事務局 
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わたくしは、小中高を通じ 12 年、星美学園にお世話になりました矢作保澄と申します。縁あって、

星美ホーム賛助会の副会長を拝命しております。現在会長の滝原啓允氏の誘いを受けたことがきっか

けでした。それまで、支援活動などの経験はなかったですが、この話が来たとき、「長年を過ごした

星美だから」協力してみたいと思いました。 

星美ホームは、様々な理由により親元を離れた子どもたちが、共同生活を送る場であることは、既

に在学中より知っていましたが、その具体的な内容と状況を知ったのは賛助会に参加してからでし

た。私が参加した当時は、東日本大震災直後であり、星美ホームは倒壊の危険こそなかったものの、

施設の壁や床には、多数のひびが入るなどの被害が認められました。安全性や耐震性の観点から、損

壊箇所の早急な修復や、今後に備えての施設全体の補強が求められていました。そこで、星美学園小

学校父母の会や卒業生の会など、多くの場所でご協力ご支援の呼びかけをいたし、多大なご支援をい

ただきました。頂戴いたしましたご支援は、是非ご継続いただきますことを切にお願い申し上げます。 

また、これからご支援くださいます方には、何卒その多寡に関わらず、ご協力のほどお願い申し上

げます。といいますのは、賛助会発足以来２年が経過し、累計のご支援は約２７０万円となりました

ものの、依然として、修復補強等への出費、子ども達に配慮した新レイアウトの実現のための費用な

どが不足しております。 

よって、上のようなお願いを申し上げるのであり 

ます。 

 先般、私は世界遺産にもなった富士山に登って参り 

ました。登頂まで一泊二日の道のりは長く険しいもの 

ですが、一人ではありません。仲間や、ほかの登山客、 

山小屋スタッフなど多くの人の助けを借り、「こんに 

ちは」と互いに声を掛け合い、支え、励ましあいなが 

ら、目標の頂上を目指しました。直接知らない人同士 

が、「登山」という目的で、ひとつになっていること、そして、その心強さを感じました。これは、

「困っている子ども達を支援したい」という絆で、互いに支えあう賛助会の精神にも似ているかもし

れません。星美ホームは、皆様のご支援ご協力を欲しております。皆様のお気持ちがひとつの形とな

って、大きな厚志となりますことを、願ってやみません。 

星美ホーム賛助会副会長 矢作保澄  



 

   

天 に 宝 を 積 み な さ い 

～マテオ福音６章より～ 

 

「あなたがたは地上に富を積んではならない。そこでは、虫が食ったり、さび付いたりする、また、盗人が忍び込

んで盗み出したりする。富は、天に積みなさい。そこでは、虫が食うことも、さび付くこともなく、また、盗人が

忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところに、あなたの心もあるのだ。」 

 

                  今年度（2013 年度）４月から星美ホームでは、施設長で                 

あった金子君子が理事長に就任し、私、熊本幸子が施設長

の任を引き継いでおります。 

私は 16 年前まで、星美ホームで 14 年間働いておりまし

たので、星美ホームは、いわば私の心のふるさととも言え

る懐かしい場所でもあります。めまぐるしく変わっていく

社会状況の中で、子どもたちも昔の子どもたちとは違って

きております。今の子どもたちは 16 年前の子どもたちでは

ありません。しかし、いつの時代でも変わらないのは「子

どもたちは愛され、教育される必要がある」ということだ

と思います。 

星美ホームでは、創立者ドン・ボスコの予防教育法の根幹として「大人が子どもを愛するだけで

は足りない。その愛は、子どもたち自身が自分は愛されていると感じとれるものでなければならな

い」ということを養育理念とし、その実現を目指して日々職員たちとともに励んでおります。 

賛助会員の方々も、間接的ではありますが、私たちとご一緒に子どもたちの成長のために尽くし

ておられます。その寛大なお心遣いに対し、心から御礼申し上げます。皆様の善意溢れるお心に、

神様は必ず報いてくださると信じています。皆様は、「天に宝を積みなさい」との聖書の言葉を文字

通り実践なさっておられます。私たちの生命は、この地上のためだけではなく、永遠のために造ら

れました。その永遠の生命に入るために、この世に財を積むためだけでなく、善い行いをもって天

にも財を積むようにと、聖書は教えています。 

子どもは本来愛情に溢れた家庭で育てられるべきものですが、いろいろな事情でそれができない

ことは悲しい現実です。今年は入所定員を 136 人から 114 人に下げることが出来、ひとクラス８人

の体制にし、より家庭的な雰囲気に包まれるように努めております。また、賛助会だより第２号に

てお知らせしておりましたが、改築については、複雑な諸事情により実施に至らず、耐震補強工事

及び A 棟居室改修工事を進めることとなりました。皆様方のご支援に心から感謝いたします。子ど

もたちの生命の安全を図り、できるだけ星美ホームを本来の意味での“家＝ホーム”に近いものと

することを目指しております。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

星美ホーム 施設長 熊 本
くまもと

 幸子
さちこ

 



 

  会員のみなさま 

 
 一口 2,000 円以上の会費をご寄附いただきました皆様のお名前をご報告申し上げ、お礼にか

えさせていただきます。今後とも末永くご支援いただきたく心よりお願い申し上げます。なお、

お名前の表記につきましては、細心の注意を払っておりますが、不手際などございましたら、

ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 

（敬称略） 

 
山本 希 髙田豊大 足立昌平 荒木孝二 加藤なつ美 横山菜々 神南博子 松本匡孝 

今井康之 上水口昌良 宿本 鈴 中谷玲子 江川玲子 和泉 萌 原崎 剛志 藤田 努 

生垣富美子 木村香映 山下多鶴子 佐藤 優 森田祐希 田村哲朗 石橋満里奈  

福田安紗 小嶋達雄 内田康一郎 中村良幸 金子聡子 小島信子 舟津一夫 （株）Frames 

松田幾太郎 曽根 聡 岩田 要 武田瑞紀 首藤美保 黒木延哉 岡田由香 青木 努 

佐藤広高 小林雅文 小林章子 伊藤彰信 石井康夫 銭場 稔 倉田智之 角田雅美 

関口寛之 中西 誠 大塚美和 佐々木欣徳 直林一敏 土谷久弥 小西哲也 髙橋優花 

及川愛子 佐久間信春 佐川義雄 新井健治 澤野宗顕 藤原明子 奥村藤恵 岩田承弦 

岩田怜実 岩﨑和之 浅岡良成 薄 伸也 松山晃久 戸崎屋 

岡本 暢 福井容子 (株)平山秀商店 石田美保子 松山尚生 

金子貞一 松山 博 寶保希依子 矢吹 誠 (有)安藤商店  

澁谷修一郎 谷塚秀男 櫛毛真吾 松澤理恵 鈴木淳一  

西田直人 打越みゆき (株)松本酒店 服部和義 村上敏雄  

櫻井武彦 川端秀典 塚本剛史 ミツイナオヤ 佐藤雅彦  

杉本菊一 今出知良 谷村 透 末安秀作 永田 恵 

田嶋建設株式会社 小林理奈 長野浩二 中村電気管理事務所 

辻 俊一 成宮美枝子 滝原千恵子 竹﨑 葵 原田健二  

牧野正義 西坂 章 越野平十郎 古市基彦 宇田川恵司  

石川 怜 上野忠雄 中沢哲也 今仲由美 竹脇美帆子  

仲元いづみ 細野聖礼 小野寺久 熊谷今弥 吉田治子  

岸本紘一 渡壁圭三 新武信昭 柿坪英志郎 高野友樹  

原田健二 岡野隆利 小野塚順子 矢作 保 滝原啓允  

矢作保澄 柳澤真里 中澤昭子 金子君子 瀬戸俊美  

 

２０１２年度 会計報告 

 

収   入 支   出 

前年度繰越金 １０５，５８４ 印刷・用紙代 １０，０００ 

会費・寄附金 １，５６０，８８４ 次年度繰越金 １，６５６，４７８ 

利息収入 ４２   

合 計 １，６６６，４７８ 合 計 １，６６６，４７８ 

 

次年度繰越金より１５０万円を星美ホームに寄附することができました。 

本当にありがとうございます。 

 

 

 

 

会計・理事  

中澤昭子 



寄附についてのご案内 

 

日ごろより、星美ホームの子どもたちに心を寄せてくださいますことを、

職員一同、心から感謝申し上げます。社会福祉法人 扶助者聖母会 への寄

附につきまして、ご案内申し上げます。ご協力いただけましたら幸いです。 

 

 

【法人への寄附】（※法人に使途一任する場合は、こちらにご送金ください） 

 銀行名 銀行番号 店番 支店名 種目 口座番号 口座名義 

１ 三菱東京ＵＦＪ銀行 0005 177 赤羽駅前 普通 1047190 
社会福祉法人 
フジョシャセイボカイ 

扶助者聖母会 

２ ゆうちょ銀行 9900 018 〇一八 普通 6021115 
社会福祉法人 
フジョシャセイボカイ 

扶助者聖母会 

※ 「寄附申込書」にご記入の上、メール、ＦＡＸまたは郵送にてご返信下さい。領収書を発行いたし

ます。なお、確定申告によって所得税法上の寄附金控除（所得控除）が受けられます。 

 

 

【施設への寄付】 

 銀行名 銀行番号 店番 支店名 種目 口座番号 口座名義 

１ 三井住友銀行 0009 226 赤羽 普通 2018219 
社会福祉法人 
フジョシャセイボカイ 

扶助者聖母会 

※ 「寄附申込書」にご記入の上、メール、ＦＡＸまたは郵送にてご返信下さい。領収書を発行いたし

ます。なお、確定申告によって所得税法上の寄附金控除（所得控除）が受けられます。 

 

 

【賛助会を通しての寄附】 

 銀行名 銀行番号 店番 支店名 種目 口座番号 口座名義 

１ ゆうちょ銀行 9900 008 〇〇八 普通 1974606 星美ホーム賛助会
サンジョカイ

 

２ 

郵便振替（郵便局にて青色の払込取扱票にご記入ください。手数料もご負担願います。） 

郵便振替口座 口座番号 ００１７０－６－５９６０７０ 口座名 星美ホーム賛助会 

一口 2,000円以上です。会員としての期間は一年限りです。 

※ 賛助会への領収書になりますので、個人宛の領収書は発行できません。 

 

 

【問い合わせ先】 

〒115-0053 東京都北区赤羽台４－２－１４ 

社会福祉法人 扶助者聖母会 児童養護施設 星美ホーム賛助会 

TEL ０３－３９０６－２７１１ FAX ０３－３９０６－２６０６ 

E-mail jimu@seibi-home.jp 

URL http://www.seibi-home.jp/    

会長・常務理事 

滝 原 啓 允 

常務監事・栁澤真理 


