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今年の夏はとても長く感じられたのは私だけではなかったと思います。７月の終わりに夏が終
わったかと思いきや「それからが本番だったのだ」とため息をついた記憶がよみがえりました。
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。
今回は、フアミリーホーム２棟が４月から開設されましたことをご報告させていただきます。
ルチアホームとドメニコホームといいます。ルチアホームには女子の小学１年生から中学２年
生までの６名と女子職員が住んでいます。ドメニコホームには小学２年生から中学１年生の６名
の男子と男子職員が住んでいます。家具などもきれいなものが揃えられ、普通の家庭の雰囲気を
醸し出して子どもたちも落ち着いて満足そうに生活している様子が伺えます。
次は本園の建築の方に移りますが、来年幼児棟と共用棟の解体のために４月から徐々に仮住ま
いのための引越しなどが始まります。本園には男子４クラスと幼児２クラスが残り、女子２クラ
スは園外のグループホームに引越しをします。
建築のための様々な準備でこの２年ほどは大変ですが、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。
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
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≪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 4 月

本体施設建替工事着工

2021 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）

2021 年 4 月

AB 棟解体工事開始

2021 年

サローネ建築着工予定

賛助会の口座を通して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）
ヴォラ安美加 コープランドグレッグ 本多裕史 トゥインクルスター
竹山誠二 竹山絵利 アラオマサヤ ドウジョウヤスア サゴウタカコ
ヨシダミツノリ ナガシマアツコ 樋原楓 アサミトシハル 東篠安
マツバラマキコ 氏家ゆり子 イワモトアツシ 川口哲朗 浅井要
清野勇斗 東篠天 アガタマリ KURTROSE 高谷敏雄 佐竹舒子
高司香代 RACHELBEHL 松本隆 名塚久恵 カトウエイイチ 相良純由
原田健二 大原貴子 テイーズエジユケーシ アースデイ WITH マイケル
オダシンスケ キタジマナオハル タニフジトシア イセキミユキ タカヤママサユキ
クマガイカオリ ネギシタカヤ イマムラノブユ 貞徳芳子 松田明彦 山北愛弓 和田悠子
ミズタニタクジ オオツカヤスヒロ カワモトノリコ イトウヒロコ 橋本美津代 佐山高一
星美学園高等学校第 68 回生有志 星美学園小学校第 12 期卒業生一同 中村敏之 モリミチコ
星美学園中学校高等学校父母の会有志 寺原沙織 折原秀樹 久野真子 今井篤 石井理英子
やまもとあやみ 六本木チャペルセンター 碑文谷教会 調布教会 赤羽教会 山際伸二郎
板垣亮平 濱本勉 矢作保 関晴美 戸崎屋豆腐店 八百伸商店 ㈱ナホクオハワイ 佃直樹
タイネイ 渡辺宏一郎 石田英俊 マイケルイベント Jackson Aid Tokyo 廣瀬惠子 稲田秀
山岡卓二 田島慎一
佐藤朋子 鎌田幸枝
小泉純子 道本和照
グレッグアーウィン

西町インターナショナルスクール 菅原育美 山本ひろ子 瀧澤佐千枝
田澤綾子 坂本太郎 津田明子 髙塚薫 水村弘一 橋本英子 構寧子
福井聡嗣 山北千束 RiveraGilma 森喜久枝 佐々木賢 土居りつえ
岡本暢 梶並恵子 渡邊保澄 田中真里 滝原啓允

Seibi Shining Kid’s Family 各種イベント サレジアン・シスターズ その他匿名多数者
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前年度繰越金

４３１，６６０

会費・寄附金

３，６３４，８６３

利息収入

合

３

計

４，０６６，５２６

星美ホームへ寄附

出
４２８，０００

クレジット決済

７７，４９７

印刷・用紙代

１０，０００

次年度繰越金

３，５５１，０２９

合

計

４，０６６，５２６

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、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

ゆうちょ銀行

9900

018

〇一八

普通

6021115

銀行名

銀行番号

店番

支店名

種目

口座番号

三井住友銀行

0009

226

赤羽

普通

2018219

口座名義
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】
口座名義
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。
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】
１

銀行名
ゆうちょ銀行

銀行番号

店番

9900

008

支店名
〇〇八

種目
普通

口座番号

1974606

口座名義
サンジョカイ

ゆうちょ銀行
9900
019 〇一九
当座
596070 星美ホーム賛 助 会
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。
）
３ 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。

２

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、賛助会の口座
から星美ホームの口座に振り替えた後の発行になりますので、領収書の日付が寄附者の送金日より
１ヶ月以上異なることをご了承願います。

【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/

