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賛 助 会 会 員 の 皆 様 

あの夏の暑さも嘘のような涼しさが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。心から御礼申し上げます。  

おかげさまで子どもたちも元気でのびのびと成長しております。 

今回は、子どもたちの今年の夏のアウトドアの活動の様子をお知らせし、その成

長の報告をさせていただきたいと思います。小学生４・５年生は長野県小谷村周辺

で湖の遠泳と登山、６年生は新潟県の妙高市周辺の二つの山の縦走をしました。

ねらいは「グループの良さを感じる」でした。今年は天候に恵まれず登山は苦難の

連続でしたが、がんばってやり遂げることができたようです。中学生は長野県青木

湖周辺でのロッククライミング、登山そしてソロでの徒歩という活動でした。「自己肯定感」が活動のねらいでし

た。不自由のない日常から飛び出した冒険的なチャレンジの中で、体験を重ねていくことが成長につながって

いるようです。中高生男子による百名山登山は静岡県の大浜～茶臼岳～光岳～上河内岳～聖岳で、「選ぶ・

決める・責任を取る」を体験的に学ぶことがねらいでした。毎年リタイヤする者がいますが、今年も８人中２人が

リタイヤしたとのことでした。海抜０メートルからの９日間の徒歩ですから多くのことを学んだことと推測できます。

その他、特別支援学校に通う男子は今年も琵琶湖を徒歩で一周しました。やり遂げた満足感で満たされたこと

でしょう。また、初めての試みですが、この夏、３人の高校生がフイリピンに英語学習の１０日間の旅をしました。

行く前は不安でいっぱいでしたが、帰ってきた時はとても満足していました。何より無事でほっとしました。私の

夏の仕事はいつも子どもたちが皆無事であることを祈りながら待つことです。 

皆様のご支援のおかげで、このような恵まれた環境の中で教育活動を行うことができますことを心より感謝

申し上げます。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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   平成 29 年 ファミリーホーム２棟着工 

   平成 30 年 ファミリーホーム２棟開設 

   平成 30 年 本体施設建替着工 

   平成 32 年 本体施設建替完了(約 60 名規模)  

◆振り込み先◆ 

  銀行名  三井住友銀行 赤羽支店 

  預金種目  普通預金  口座番号 2018219 
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2016年 9月 4日に列聖された 

マザーテレサのことば 

―神さまの手の中の小さな鉛筆― 

わたしは神さまの小さな道具となっていますか。 

わたしは神さまの手の中の小さな鉛筆です。 

  考えるのは神さまです。書くのも神さまです。 

     すべてをなさるのは神さまです。 

      小さな道具になりましょう。 

       神さまが、いつでもどこでも 

       あなたをお使いになれるように。 

「えんぴつが一本」 

浜口庫之助 作詞・作曲 

 

えんぴつが一本 えんぴつが一本 

きみのポケットに 

えんぴつが一本 えんぴつが一本 

きみの心に 

あしたの夢をかくときも 

きのうの思い出かくときも 

黒い頭の丸まった えんぴつが一本だけ 



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） 

 

稲葉景 稲葉千絵 原田健二 杉田葉月 矢作保 渡辺智 小林由加 小西哲也 森田祐希 

千隝孝幸 西田直人 佐々木栄作 永井晴美 新井健治 原田健二 小嶋達雄 武吉麻子 

竹脇美帆子 滝原千恵子 正岡靖浩 福田静如 渡邊保澄 田中真里 滝原啓允 中澤昭子 

金子君子 熊本幸子 瀬戸俊美 匿名希望者 

 

２０１５年（平成２７年）度 会計報告   

収   入 支   出 

前年度繰越金 ４４２，２６５ 星美ホームへ寄附 ４００，０００ 

会費・寄附金 ２９１，０００ 振込手数料  ４３２ 

バザー収益 ４３７，４６０ バザー経費 １７８，３０１ 

利息収入 ４６ 印刷・用紙代 １０，０００ 

  次年度繰越金 ５８２，０３８ 

合 計 １，１７０，７７１ 合 計 １，１７０，７７１ 

 

次年度繰越金より５０万円を星美ホームに 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長・常任理事  

滝 原 啓 允 

常任監事・ 

柳澤（田中）真里 
副会長・常任理事 

矢作（渡邊）保澄 

 

  

平成２７年度も、前年度同様、星美ホームへ

直接ご寄附くださった方が大勢いらっしゃ

いましたことを心から感謝申し上げます。 

みなさまからのご寄附は、星美ホームの 

今後の環境整備とくにファミリーホーム

建設、本体施設建替のために充てられます。 

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、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。 

 

１．領収書が必要な方 「寄附申込書」にご記入の上、メール、ＦＡＸ等にてご送付下さい。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。 

 

【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 

 

【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 

 

 

２．領収書が不要な方 賛助会への会費としてご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 

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/    


