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賛 助 会 会 員 の 皆 様 

今年の夏は雨が多かったせいか何となく涼しい夏だったとの印象が残っています。秋の涼しさも早く

感じられるこの頃となりました。皆様、お元気でお過ごしのことでございましょう。星美ホームの子ど

もたちのため平素より温かいお心遣いを賜り有難うございます。心からお礼申し上げます。おかげさま

で子どもたちも元気でのびのびと夏の行事をこなして一段と成長してまいりました。今回は、建築関係

のご報告をさせていただきたいと思います。今年７月から始まった多目棟の解体工事も終わり、樹木の

伐採もなされた更地は「こんなに広かったのか」と思わせられるくらい広々としております。これから

入札が行われフアミリーホーム２棟の工事に着工することになります。子どもたちや職員と一緒に来年

３月の完成を今から楽しみにしております。男子６名のためと、女子６名のための家です。住み込みの

職員が常駐することになっており、本当に家庭的なケアができるようになると思います。 

本園の建築に関しましては、来年補助金申請をし、再来年、幼児棟と共用棟の解体に入る予定となっ

ております。そのため、建築中には２クラスほどが、本園から離れ家を借りて住むことを余儀なくされ

ますので、物件を探すのにも苦労がいります。建築のための様々な準備もあり大変ですが、新しく恵ま

れた環境で子どもたちと一緒に生活できるようになることを考えますと希望

が湧いてまいります。最近は、治療的なケアが必要な子どもたちも少な

くないので、適切な環境が必須となってきています。日頃からの皆様の

ご支援のおかげで環境整備が行われていますことを子どもたち、職員一

同心から感謝申し上げ、皆様の上に神の祝福と聖母のご保護をお祈りい

たします。今後ともご支援の程よろしくお願い申し上げます。 

       星美ホーム施設長 熊 本 幸 子 
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≪第 1期：ファミリーホーム建築≫ 補助金、自己資金  

平成 29年 7月   多目棟解体 

平成 29年 10月  ファミリーホーム着工    

平成 30年 3月   ファミリーホーム完成予定  

≪第 2期：本体施設建築≫ 補助金、借入金、自己資金  

平成 31年 8月  現幼児棟・男子棟解体工事開始   

平成 33年 3月  本体施設完成予定 

≪第 3期：サローネ建築≫ 寄附金で建築（目標額１億円） 

平成 33年    着工予定 



 
 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 順不同） 

鈴木英世 原田健二 西岡眞理子 相良純由 来海康世 谷中かおり 千隝孝幸 

戸崎屋豆腐店 岩田勝 小嶋達雄 ヨシダミツノリ 武吉麻子 セキネカズヒサ 

ナガイハルミ タカハシリョウキチ 福田浩二 正岡華真 渡邊保澄 田中真里 

滝原啓允 サレジアン・シスターズ 匿名希望者 

収   入 支   出 

前年度繰越金 ５８２，０３８ 星美ホームへ寄附 ５００，０００ 

会費・寄附金 １８７，０００ 振込手数料  ０ 

バザー収益 ２２５，２８２ バザー経費 ５２，７０４ 

利息収入 ４４ 印刷・用紙代 １０，０００ 

  次年度繰越金 ４３１，６６０ 

合 計 ９９４，３６４ 合 計 ９９４，３６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

常任監事・ 

柳澤（田中）真里 

会計・理事  

中澤昭子 

 

副会長・常任理事 

矢作（渡邊）保澄 

小澤敬一 髙野宏太 スシロジャー佳代子 竹山誠二 トィンクルスター アンリタン他一同 大山亜紀子

合資会社西友 山本信敬 江川正治 植野屋 安藤商店 小林由加 小高光太郎 辻本 クマザワ精肉店 

岸田淳一 嶺杏奈 新井健治 松本酒店 藤田努 星美幼稚園父母の会 小原孝子 イワセマリ 平山徹郎  

北医療センター 益子裁太 稲垣雄一 ケンモクノリコ 赤羽台 4丁目町会 岸本鉱一 西坂章 野田友子 

  千葉千恵 本間正江 市川由紀絵 山際佐智子他 伊藤賀子 櫻井俊明 飯塚真希子 

 佐藤紫 和田悠子 山本桐子 山下治子 田中雄 柏原靖子 菊池美樹子 後藤久美子 

ロブロコトコ 田山伸一 酒井由紀子 渡辺逸雄 岩本充司 朝日管財㈱ 松田明彦 

薗田正和 飯塚敏 六本木チャペルセンター 長野浩二 ㈱CDG 横山榮一 鷹栖和宏 

   母娘関係を振りかえるチャリティー読書会＠赤羽 北区更生保護女性会 藤田尚宏 

宮本春花 寺倉守之 山田正樹 髙塚薫 許哲文 腰塚真央 福田徳政 長谷川修 

タイネイ 松嶌静江 柳下洋子 武井悦子 持木勝 イクスインターナショナル㈱ 

柿坪英志郎 星美ホーム賛助会 サレジアン・シスターズ 匿名希望者 



 

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、 

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。 

 

（送金と同時に「寄附申込書」をご提出ください。） 

「寄附申込書」はホームページからダウンロードできます。メールやＦＡＸで送

付することも可能です。入金確認後、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。 

 

【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 

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 

 

【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 

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 

 

（送金のみで「寄附申込書」の提出は不要です。） 

賛助会へ送金していいただくことによって、賛助会から星美ホームへ寄附されます。 

（個人宛の領収書は発行できません。） 

賛助会の会員になることによって、種々の活動の援助が発生することはありません。 

寄附へのご協力が会員になることの趣旨です。（賛助会の会則はホームページをご覧ください。） 

 

【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 ゆうちょ銀行 9900 019 〇一九 当座 596070 

３ 

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。 

 

 

【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/    

寄附についてのご案内 

会長・常任理事  

滝 原 啓 允 


