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９月に入り、朝夕、少ししのぎやすくなったこの頃ですが、皆様、お元気でお過ごしのことと思

います。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は、今年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。特に今年は再来年までかかる本園の改修に備えてのインフラ工事

のため、８月に１週間ほど星美ホームと星美学園のある台地全体が停電となりましたので、その

間全員のための行事を計画する必要がありました。今回は少し夏の行事の主なものの紹介をさせ

ていただきます。今年で４年目になる海外ボランティアには昨年と同じカンボジアに５名の男子

高校生を派遣しました。NGO 団体のプログラムでマングローブを植える作業をやりました。みん

なよい体験をし、「もっと居たかった」との感想もありました。１５年ほど前から行っている中学

生男子のためのプログラム「百名山踏破」では今年で３８座を制覇しました。５０座踏破で終結

の予定です。この百名山踏破の活動は安藤財団のトムソーヤでグランプリを受賞しました。特別

支援学校に通っている男子中高生の琵琶湖一周は、皆よく頑張り１０日かけて行いました。その

他グループごとのキャンプも行いました。毎年、夏の行事の際は、残り組の私はシスターたちと

子どもたちが無事に帰って来ることを祈りながら待つばかりです。今年も全ての行事がつつがな

く終わり、子どもたちが、一段と成長したことを心から神に感謝しています。その他、夏の間に

グループホーム３軒に引越しをしました。これは、本園改修工事中の住まいとなる仮設住宅にも

なるように新築が間に合い、そちらに移ることもできましたので助かりました。現在、本園には

男子２０名、幼児１５名の少数の子どもたちが在籍し、淋しくなりました。 

２軒のフアミリーホームで１２名、６軒のグループホームで 

３６名が生活するようになり、養育形態が少し変わってきました。 

本園の改修工事が終わるまでは、少々落ち着かない生活が続く 

ことになります。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 



 

≪第 1期：ファミリーホーム建築完了≫  

2017年 9月   多目棟解体工事完了 

2017年 10月  ファミリーホーム着工    

2018年 3月   ファミリーホーム完成  

≪第 2期：本体施設建築予定≫ 補助金、借入金、自己資金  

2019年 11月  幼児棟仮設工事着工 

2020年 1月   CD棟・サローネ解体工事開始 

2020年 8月   本体施設建替工事着工   

2021年 7月   本体施設完成予定 

2021年 8月   AB棟解体工事開始 

≪第 3期：サローネ建築≫ 寄付金で建築（目標額２億円） 

2022年     サローネ建築着工予定 

2022年     グランド整備含む 

        グランド整備 



2018  
 星美ホームへご寄付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） 

 

合同会社ＩＭＵ 青木鏡多郎 赤沼昇一 赤羽教会 赤羽台４丁目町会 赤羽小学校 天野明

赤川はるな 秋丸ふみ 秋山久美子 秋山成美 アサイコウイチ 浅賀正治 浅井栄里 

朝日恵子 朝比奈麻由 畦地由佳 阿片真理 阿部絵美 阿部理恵 天野夏海 荒井美帆 

みすゞ興業株式会社 荒木秀幸 荒木多賀子 有川美江 アロハピカケ モリキクエ 泉昌幸 

アンドウミンペイ あんびるえつこ 安藤博美 安藤翔太朗 家入一真 池澤彩野花 

イクスインターナショナル（株） 池田雅子 池谷絵里子 池田保行 石井和子 石倉由季子 

石井ももこ フルールド・マソー 石田希世士  石澤明日香 磯村陸子 黄佳琳 

イタリア大使館 板越久子 伊藤信司 伊藤真一 伊藤智佳 伊藤明子 稲田文菜 稲葉和也

稲葉由香里 井上志帆子 井上博子 井原千夏 井原由美子 今井健二 今井佳那 今井祥子 

いまだたくお 今枝里枝子 岩本充司 植木次郎 ウエノタダオ 上村耕司 上田栄修 

植木次郎 氏家ゆり子 内山直彦 内田貴典 内田匡彦 内野雄介 宇野道子 上原惇 

梅村初美 江川正治 江川亮誠 江藤遥平 榎戸暢子 遠藤雅也 及川亮 大井節子  

岡秀明 大澤俊雄 オオクボケイコ オオニシミホ 大野曜子 株式会社モエコオオサワ 

大羽理沙 大橋彩 大場一美 大場枝里 大西英昭 大西健之 大谷佳弘 大津伸太郎 

大島真理子 大島美樹 大澤アトム IkuOkada 岡林葉子 岡本龍太郎 岡橋一夫 小川稔 

岡部沙緒里 尾方哲郎 オガワヨシト おがわらはなこ 緒方恵子  奥木拓 樋浦直樹 

小澤至論 小澤敬一 小田雅恵 小田倉基太 織田里英子 小野修一 小野寺昭一 小寺瞬也 

小野本恵子 オリンピアコウギョウ 折原秀樹 カイナギサ 海谷友香 皆川由実 

加賀見倫江 香川亜季 柿坪英志郎 有限会社かき沼 かけはし信託愛の基金 笠原なな 

柏木那美子 片岡ヒデキ 東京ガスクリエイターズ 片瀬りの 桂寛章 加藤さつき 

家庭教育オピニオン連絡会 加藤久善 金子浩美 金子秀子 金田佳晃 金田美那 加納晃 

カブラギヨウコ 神谷俊彦 神谷正継 河内正樹 河内優子 川口佑理 河下真由美 

河原朝美 河西見佳 川尻紀澄 河西誠 河島春佳 川村直子 川畑祥子 川﨑奈々 

菅野洋子 神田知保 神田美紀 菊池美樹子 菊池有紗 菊島由美子 北原美樹 北川慧多 

北澤知世 木田さき 木津理絵子 桐ヶ丘中学校 有限会社匠クラシック麒麟菜館 金安羅 

株式会社グーニーズ KWOK CHERN YEH 王子３丁目クリニック 久保田法子 久保田市郎 

久保りえ Toru R Kumagai クマダノリコ 倉田亮 倉林蓉子 藏元ひろみ 栗山智子 

栗田光敏 グレゴリー アーウィン 黒岩綾子 黒部亜美 Global Indian International School 

桑原誠致 ケイ勇 ケンモクノリコ 小泉綾子 小泉純子 小池あきこ 北区更生保護女性会 

河野優佳 甲田鮎美 鴻江友紀子 小尾仁美 心のふるさと同窓生 腰塚真央 小嶋達雄 

木谷崇 後藤さゆり 後藤香織 小林佳奈子 小林俊明 小林弘和 小林エリカ 小林俊文 

小林由加 小林良美 小山努 コマザキミキ 駒崎弘樹 小松崎華 小松多恵子 近藤由紀子 

近藤悦子 近藤新 斎藤雅子 斉藤亜美 酒井紀子 サカグチセイタロウ サカモトミメイ 

坂下雅弘 坂根しのぶ 坂根勇理 坂田芳江 坂本浩寿 酒井哲也 相良純由 﨑山茂幸 

佐久間和代 桜井直子 佐々木賢佐々木恵子 佐々木貴子・裕子 佐々木晶子 佐藤亜美 

佐藤英子 佐藤正子 佐藤紫 （株）アイエヌエス代表取締社長 佐藤光司 

 佐藤佳奈美 佐藤幸子 佐藤彩花 佐藤志津香 佐藤直美 

 

 

  



2018  
 星美ホームへご寄付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） 

 

佐藤朋子 左右田実 猿渡正哉 澤柳君子 （株）ザ・ワークス サントレス(株) 塩路友人 

（株）CDG 芝野瑠津子 Gerard Mazzeo 地引愛 静岡サレジオ中学校 柴田輝久 杉浦恭子 

しばた内科クリニック 嶋一石 清水香織 志村恵美 下村明宏 下嶋晃代 白石洋介 

一般社団法人日本ジャズダンス芸術協会 （株）シルキー・アクト Girl Scout Troop 50 

新荘直明 新美久子 末次ゆかり Sho-ma 杉江慎二 杉山敦子 杉本隆庸 鈴木安子  

ROGER AND KAYOKO SUSI 寿々乃舞 鈴鹿竜吾 鈴木恵子 鈴木謙吾 鈴木佐智子 鈴木真理 

鈴木美央 鈴木文枝 鈴木由香里 須藤珠子 Stephanie Lee STOBYSTUART ストウミキコ 

Summerhill 諏訪部すみれ 合同会社西友 青野慶久 関根美恵 関根美千代 関本萌奈 

星美学園幼稚園父母の会 星美学園小学校 星美学園中学校高等学校 星美学園短期大学    

前刀早江子 銭紀子 瀬野喜代 高橋昂平 宗映子 相馬佐千代 TakaneEri 高野宏太 

法学館伊藤塾 高橋知規 高垣景子 高橋貴城 高橋寿江 高橋昌子 高橋多佳子 高橋祐二 

高見彩子 高坂祐希 高山仁乙 高祖常子 高島亜衣 高部しのぶ 高部幸司 高木由華 

高木良平 高柳謙 武内秀子 沼田知子 竹内克実 竹内美夏 竹之内英 武田理恵子 

Dustin Notarianni 辰巳かおり 田中美紀 田中拓歩 田中瞳 田中奈保生 田中睦人 

田中路古 田邊真由子 タニフジトシア 千葉彩玉村多美子 田山様 木田さき 調布教会 

調布星美幼稚園 筒井英恵 辻夕香 津田明子 土田幸民子 都筑芳江 手塚弘美 手塚和子 

恒川優子 ツノダユウコ 露崎誠也 内藤崇 DISCYU（株） 土居りつえ Twinnkle Star 

（株）東北車輛製造所 小日向淳 道本和照 遠瀬千尋 徳根美香 徳田真理子 戸田加代 

子供への学習支援基金 代表村上重俊 富倉進 富田直人 冨安久美 中川美恵子 中島恵美 

中山富美子 中山法子 中上弘規 中川椿 中村亜津子 中村加奈子 中村弓子 中村真由美 

中村奈々 中谷玲子 中嶋真砂 中里幸子 仲井ゆき 長野浩二 長島結 直井克之 

南雲愼一 名塚久恵 根橋麻実 名波智恵 西巻剛奈良美香 西ノ薗達紀  西巻実穂 

西原芳 西山れをな 西田真以 西野久美子 矢作保 日本テレビ音楽（株）能條茂樹 

全国児童養護施設総合寄付サイト 日本チャリティ活動支援協会 株式会社ノカリカ 

野上慧 野口重光 野口まりえ 野島浩子 野田友子 橋爪淳野原玲子 則次あゆみ 

バーDREADFUL バーバラアレン 白武直也 橋本英子 橋本万輪 長谷川修 長谷川陽子  

長谷川基子 長田弘記 八幡小学校 八幡哲弘 服部靖子 羽根沙江 浜崎廣光 濱田優 

特定非営利活動法人ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 浜田小百合 

ハヤシノブヒコ 原田健二 原紀子 原田雅子 半田智大 Peter A. Notarianni 

東由貴 久田則夫 久田大輔 菱田敏司 碑文谷教会 平田朋子 平山徹郎 広井健一郎 

コドモディスコ 廣瀬カナエ 廣岩香織  廣瀬玲子 廣濱翔 深水浩太郎 福井聡嗣 福永志保 

福岡奈緒 福島まこと 藤川知子 藤田努 藤井理花 藤岡あかね 藤本幸介 藤林優子 

武士純 船田枝里 舩橋和花 古田かよ子 古永家慶子 古谷修 古畑勝己 保坂様 星野様 

星ありさ 星知宏 ホリゴメユウスケ カ）NA HOKO O HAWAII HOKULANI  HONDA 本間浩一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

益子さおり 松尾千夏 松嶌静江 松田明彦 松田裕恵 松村敏夫 松本敦子 松元麻由子 

 

 



2018  
 星美ホームへご寄付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） 

 

本間遥 本田京子 前田優子 マカイヤ ハーバート Masaki 正岡淑子 益子裁太 増田健 

松坂文憲 松村芳晴 松田早奈恵 松本さおり 松本直美 松木久人 眞鍋祐子 丸山有子 

三宅彰 三木有里子 Ms.Chuah 水村弘一 水縄薫 構 寧子 溝渕萌 三ツ木直樹 三谷智子 

嶺英樹 宮崎尚志 宮迫誠也 宮本春花 宮本真紀 宮坂一朗 宮崎麻耶 宮﨑尚志 武藤様

三宅昭代 十条民友会 向坊弘子 宗方今日子 村井史絵 村田智子 村井茜 村山幹夫 

村松みゆき 村上一哉 村上龍介 目黒星美学園小学校 目黒星美学園中学高等学校 本山功  

モス彩夏 持田真人 望月典子 本木彰子 百瀬由利 (有)森田産業 取締役森田祐司 森本良

森合恵子 森田大充  森迫紀子 盛田理 ヤオマユナ 矢口岳史 矢嶋宏志 安永哲郎 

八田正子 山本智美 山ノ井幸子 山岡卓二 山北愛弓 山北千束 山北尚男 山田修 

ヤマグチヒロコ やまね進 やまもとあさみ 山本賢三 山本ゆり 山ノ井幸子 山下敦 

山崎ナナ 山川奈美 山村香澄 山田邦彦 山田陽子 山田涼子 山田良一 山本ひろ子 

山本恵理 山本智 (株)ロサ 吉岡古都 山野康子 横山榮一 横井京子 横山麻美 

横須賀恵子 ヨシダミツノリ 吉井敏 吉崎晃太 吉崎裕一 吉田かおり 吉田恭子 

吉田圭太 吉田恵美奈 吉田篤司 吉野絵理 吉留南都美 吉澤賀央里 依田由紀子 

Raymond Oprey ラル藍 李智剛 若山利衣子 ロバート・アレンと愉快な仲間達 

特定非営利活動法人 Rainbow Support代表薗田正和 (株)YSJ 我妻澄江 渡邊逸雄 渡邊栄治 

渡部綾子 渡辺宏一郎 渡辺広美 渡辺莉子 渡邉美由紀 和田伸也 和田恭輔 和田悠子 

渡邊保澄 田中真里 滝原啓允  

Seibi Shining Kid’s Family各種イベント Jackson Aid Tokyo 各種イベント 

サレジアン・シスターズ その他匿名多数者 

 

30   

収   入 支   出 

前年度繰越金 ３，４４１，１５９ 星美ホームへ寄付 １７，４９１，３７０ 

会費・寄付金 １５，５２１，１６７ クレジット決済等手数料 １７９，４８５ 

利息収入 ３１ 印刷・用紙代 １０，０００ 

  次年度繰越金 １，２８１，５０２ 

合 計 １８，９６２，３５７ 合 計 １８，９６２，３５７ 
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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付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。 

 （送金と同時に領収書宛名及び送付先をお知らせください。） 

入金確認後、領収書を発行いたします。領収書宛名及び送付先の連絡は、電話やメール、ＦＡＸ

でも可能です。「寄附申込書」はホームページからダウンロードできます。 

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。 

 

【法人への寄付】（※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付されます。 

賛助会の会員になることによって、種々の活動が発生することはありません。 

寄付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付】 

 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。 
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星美ホームのホームページから手続きをお願いいたします。領収書をご希望の方は、クレジット

カードをご利用になれません。「上記１．領収書が必要な方」をご覧のうえ、振り込みによる手

続をお願いいたします。 

【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/     


