
清々しい初夏を迎え、木々の緑も日増しに深くなってまいりました。みな様にはお健やかにお過ごしのことと
思います。４月に新しいメンバーを迎え子どもたち、利用者、職員一同お陰さまで元気に過ごしております。
また、今年度から「ワークセンターまことくらぶ」に新しい事業所が仲間入りをしました。
４月に開設した、「至誠ホームアウリンコ」の中にできた「まことカフェ・クッカ」と「まことホー
ム・アウリンコプラス ( ショートステイ )」です。どうぞよろしくお願いします。
今年から施行された改正社会福祉法による法人の組織改革と社会貢献の義務化、そして児童
福祉法等の改正により児童養護施設も障害者福祉事業もなお一層地域社会の施設としての価値
を求められています。
私たちは、がくえんで暮らす子どもたちはもとより、近隣をはじめ地域社会の方々とともに
社会全体が子どもたちの育ちや人々の暮らしにやさしさと思いやりを実感できる居心地の良い
まちづくりに貢献したいと考えています。今年度も皆様の変わらぬご理解とご支援をよろしく
お願いいたします。

児童事業本部■
本部長　高橋久雄

平成２９年６月１日
〒 190-0022　東京都立川市錦町 6-26-15
TEL 042-524-2601　FAX 042-524-2367

http://shiseigakuen.org/ 
Email: info@shiseigakuen.org
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社会福祉法人　至誠学舎立川　児童事業本部
至誠学園　至誠大地の家　至誠大空の家

ワークセンターまことくらぶ

子どもたちの健やかな成長を祝う ガーデンパーティ　（参加総数 1000 名）
4 月 30 日 晴天に恵まれ大勢のボランティア協力のもと、楽しいイベントを実施することができました。
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赤い羽根共同募金の配分をいただきました
至誠学園の錦ユースと至誠大空の家のカルガモハイムの
2件のグループホーム開設にあたり、子ども達の生活に必
要となる家具と家電の購入費用として、東京都共同募金会
を通じ、赤い羽根共同募金の
配分による支援をいただき、
無事にグループホームを開所
することができました。
募金へのご協力ありがとう
ございました。

■■ まことホーム■アウリンコプラス
まことカフェ クッカ 　開設準備
（至誠ホームアウリンコ内）
18 歳以上の知的障害のある方が利用できる■ショー
トステイ■「アウリンコプラス」■と、高齢施設内でのく
つろぎの場、喫茶室■「まことカフェクッカ」の 4月 1
日開設に向けて準備を進めました。自立に向けてのト
レーニング、高齢者との接点を持つことで双方の交流
を育んでゆきます。

■■ サテライト型児童養護事業開始
グループホーム　カルガモハイム　開設
東京都のモデル事業として児童養護施設の無い市町
村にグループホームとグループホームを支援するセン
ターを設置するサテライト型児童養護事業を至誠大空
の家が 1月から国分寺市で事業開始しました。2月に
はグループホームカルガモハイムを開設し、本格的に
事業がスタートしました。

平成 28年度　主な取り組み

■■ 社会貢献事業として「ガーデンパーティ」、「子育てコンサート」、「地域福祉講座」の実施
■■ 至誠奨学育英会による大学等進学者の継続支援（4名）
■■ カンボジア交流プロジェクト「高校生体験の旅」「カンボジア施設の児童来日プログラム」の実施
■■ 町会と法人の「合同防災訓練」の実施

イケア・ジャパン（株）様 
Swipe&Donate Project
IKEA■FAMILY子ども募金という社会貢献事業とし

て、至誠学園の本園全ホームのベッドやダイニング
テーブル、ソファーといった家具の入れ替えと壁紙
の張り替えを無償提供いただきました。
このご支援にあたっては立川店から家具プラン
ナー、工事担当といった様々な部署の方が何度も打
合せに足を運んでいただき、子ども達や職員の要望
を反映するよう尽力いただきました。工事も 30 名の
スタッフの方が 2 日に
わたって作業いただき、
お陰様で快適でほっと
するような住環境に生
まれ変わりました。

ご支援をありがとうございました

昭和会館様より布団購入のご支援
昭和会館様のご支援により、至誠大地の家の子ども達が
使用している布団を買い替えることができました。お陰様
で子ども達も新しい布団で気持ちよく眠ることができてい
ます。



学園だより 2017.6.1

3

平成 28年度　決算報告
（平成 29 年 5 月理事会にて認定 /単位 ：千円）

本部会計 

（児童事業本部）
至誠学園 ショートステイ 至誠大地の家 至誠大空の家

ワークセンター 

まことくらぶ

ショートステイ 

あずま
合計

収入

国及び都からの

補助金
0 424,700 15,996 304,506 257,598 43,367 425 1,046,592

寄付金収入 24,789 9,581 0 30 2,112 55 0 36,567

雑収入等

その他の収入
4,781 9,595 519 8,306 4,412 50 3 27,666

積立金取崩収入 40,000 0 0 0 0 0 0 40,000

繰入金収入 0 0 0 500 0 800 0 1,300

借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0

計 69,570 443,876 16,515 313,342 264,122 44,272 428 1,152,125

支出

経常的支出 17,161 385,397 16,515 242,577 228,787 42,112 164 932,713

施設設備等

整備支出
0 2,107 0 3,658 1,147 149 0 7,061

借入金返済支出 3,000 17,500 0 6,250 0 0 0 26,750

繰入金支出 14,574 0 0 0 0 0 0 14,574

積立金支出 0 22,947 0 33,933 31,784 231 0 88,895

その他の支出 0 0 0 0 0 0 0 0

計 34,735 427,951 16,515 286,418 261,718 42,492 164 1,069,993

当期繰越金 34,835 15,925 0 26,924 2,404 1,780 264 82,132

平成 29年度　主な計画
■■ 至誠大地の家（仮称）第三グループホーム開設
■■ 至誠学園　法人型ファミリーホーム開設準備
■■ まことくらぶ　グループホーム開設準備
■■ 退所者のアフターケアの充実
■■ 国際交流プログラムの実施（アメリカ、マレーシア、
カンボジア）

事業本部 行事計画
•■ 後援会と卒園生の交流行事（4/2）
•■ ガーデンパーティ（4/30）
•■ チャリティマーケット（7/1）
•■ 法人合同バザー（10/14）
•■ みんなで楽しく運動会（10/14）
•■ 児童虐待防止推進月間「親子コンサート」（11/9）
•■ 児童福祉啓発セミナーの開催（2月）

新任職員
今年度も 15 名の新任職員を迎えました。法人全体では
高齢者施設アウリンコの開
設もあり、100 名の採用と
なりました。3月 25 日には
辞令交付式が行われました。
皆様どうぞよろしくお願い
いたします。

東京養育家庭の会さくら支部総会
４月９日に至誠学園ホールにて、東京養育家庭の会さく
ら支部の総会と進級祝いが行われました。当日はさくら支
部の皆さんや関係機関等総勢６９名で、根川緑道の満開の
桜の下、子どもたちの進級・進学を皆でお祝いしました。
子どもたちも各々、今年の目標を力強く語っていました。
子どもたちの新しいスタート、皆で応援しています。

印牧真一郎先生ご逝去
子どもたちと職員に音楽・歌唱指導して下さっていた、
印牧真一郎先生が 4月 19 日に病気療養中のところご逝
去されました。2010 年の施設文化祭より、昨年のこども
キラットがくえんさいまで、印牧先生のご指導の下、歌
うことの楽しさ・表現することの心地よさを教えて頂き
ました。ご遺族様よりお香典の一部をご寄附いただきま
した。
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至誠学園
新年度式
4 月 3 日に新年度式が行われました。新しいホーム体制に
なり、初めての全体行事です。ホームごとに、自己紹介と『ホー
ムの目標』を発表し、新入学する子どもたちへランドセルや
制服の贈呈も行われました。また、3学期頑張り賞・無遅刻
無欠席賞の発表もあり、職員が手作りしたメダルをもらい、
新学年・新学期も頑張ろうと皆で盛り上がる会になりました。

旅立ち
3 月 19 日至誠学園では卒園式が行われ、仕事・一人暮ら
しを始める 5人が、小さな頃から生活してきた至誠学園を離
れ、それぞれの新しい生活場所へ、大勢の子どもや職員に見
送られて旅立っていきました。

入学式
今年度も小学校、中学校、高校等にそれぞれ入学しました。ピカピカのランドセル
を背負う子や、ちょっぴり大きな制服を着て当園・登校していく姿に子どもたちの成
長を感じます。

新任職員ウェルカムパーティー
今年は５人の新任職員を迎え、新年度をスタートしました。４月３日に大地の家のデッキにて新任職員ウェルカムパー
ティーが行われ、子どもも大人も一緒にバーベキューを楽しみました。当日は天気も良く、５人の新任職員からの自己
紹介があったり、皆で新任職員
に関するゲームをしたりして親
睦を深めました。

モンテッソーリ立川子どもの家入園式・進級式
４月７日にモンテッソーリ立川子どもの家の入園式・進
級式が行われ、今年は１３名で新年度をスタートしました。
第１部ではお祝いの踊りとして年長児が日本舞踊の「さく
らさくら」を踊りました。第２部はティーパーティーで、
食事をしながら歓談しました。

至誠大地の家

がくえんの春　

子どもの日の会
今年も快晴に恵まれて、５月５日の子どもの日の会が「至誠学園」

「至誠大地の家」「至誠大空の家」の３施設合同で盛大に行われました。
普段は部活動やアルバイトで忙しい高校生も、喧嘩ばかりしている小
学生も、トランポリンで宙返りしたり水鉄砲や水風船でずぶ濡れに
なったり、バレーボールやバスケットボールで汗を流したり、バーベ
キューや川西様からの美味しいケーキを頂いたりして１日楽しく、思
う存分楽しめた様子でした。
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大空へ羽ばたく会
3 月 18 日に大空へ羽ばたく会を行いました。高校を卒業した 3名の進路は大学進学、専門学校進学、就職とそれぞれ
ですが、在園する児童、職員、そして参列いただいた多くの来賓の皆様に励まされ、和やかな雰囲気の中で門出を祝い
ました。睦を深め、楽しく過ごすことができました。

松下照美さん来訪
モヨ・チルドレン・センター主宰　松下照美さんが、職員が学生時代にケニアでボラ
ンティア活動をしたご縁で、大空の家へ見学に来られました。松下さんは、2010 年よ
りケニアのモヨにて子どものたちの家を運営されています。そこでの子どもたちの生活
の様子や、今年から特に力を入れている有機農園を通じた子どもの活動の様子などを、
DVD映像とともにお話をしてくださいました。映像を観た大空の家の子どもの中には、
松下さんにケニアに行く方法を聞き、どんなことをしたいかをお話しして夢を膨らませ、
とても良い刺激を受けたようでした。

ゴールデンウイーク
ゴールデンウイークの期間にホーム毎に映画や動物園に外出しました。連休で混雑す
る中でしたが、それぞれに親睦を深め、楽しく過ごすことができました。

まことくらぶ新年度式
4 月 3 日■、恒例の新年度式が、かしの木プラザホールで行われました。会員のみな
さんを始め全員が正装で、ひとり一人が壇上に呼ばれ、それぞれが新年度にむけての
意気込みや挨拶を発表しました。
その後はご家族を含めた全員でアウリンコの見学を行いました。
新年度は新たにビルメンテナンス（清掃）作業やカフェクッカでの接客作業にも取
り組んで参ります。平成 29 年度会員 19 名・スタッフ、ボランティア 10 名からのスター
トになります。

まことくらぶ花見会
4 月 12 日の午後の時間に、まことくらぶの会員・スタッフで根川沿いの岸辺で満開
の桜を見ながら花見会を催しました。ぽかぽか陽気の中で、春の昼下がりを十分満喫
できたひと時となりました。

至誠大空の家

ワークセンターまことくらぶ

大地の家　絵画作品
←左「かぶととくわがた」　（K.R　6歳）

「ぼくがそだてたあさがお」　（H.J　小 1）右→
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今年もゴールドマン・サックス様と慶應大学ラグビー部様のご招待でラグビー体験教室が行われました。3施
設で 14 名の子どもが参加させていただき、晴天の中、社員、部員の皆様と楽しく汗を流しました。

ゴールドマン・サックス　ラグビー体験教室

オリンパス労働組合　デジタルカメラ寄贈と体験会
東京善意銀行を通じて児童 3施設にデジタルカメラのご寄贈していただきました。４月 22 日オリンパス労働
組合様から 9名の方が来園され、贈呈式が行われました。また 30 名の子ども達が参加しコンパクトカメラ、電
子顕微鏡、工業用の内視鏡など様々なカメラを自由に操作、撮影する体験をさせていただきました。

いなげや労働組合　一緒に夕食づくり
いなげや労働組合様との行事も第 21 回目を迎えました。今年度も 3施設とも参加させていただき、各ホーム
それぞれでメニューを考え、当日は来園してくださったいなげや労働組合の方々と共に、ホーム代表の子ども達、
職員と買い物リストと電卓片手にお買い物から食事作りまで行いました。
至誠学園で例年通り行われたお料理コンテストでは、春をイメージした食事がテーブルの上に華やかに並びま
した。審査員の施設長を始め栄養士さんも採点するのが難しかったようですが、めじろホームが優勝となりま
した。それぞれにとても楽しい 1日を過ごすことができました。

錦六会 (町会 )・至誠学舎立川合同防災訓練
3 月 5 日の午前中至誠学園・至誠大地の家・まことくらぶの園庭を会場に実施しました。法人から職員と子ど
もたちが約 100 名、町会役員はじめ地域の方がた約 100 名が参加しました。立川消防署錦出張所の支援を受け
応急救護訓練、消火器操作訓練、通報訓練、担架搬送訓練、起震車による地震体験など子どもたちも本番さな
がらに真剣な面持ちで参加していました。最後に非常食の炊き出しをお土産に配布し無事訓練を終了しました。
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編集後記
梅雨のジメジメとした季節ですが、子ども達の元気は衰え
ることなく賑やかに過ごしています。学園だよりは約 2年ぶ
りの発行となってしまい申し訳ありませんでした。
今年度は皆様に私達の近況を定期的にお知らせできるよう
に努力して参ります。ぜひご意見やご感想をお寄せください。

（広報委員会一同）

職員採用のご案内

後援会からのお知らせ
毎年、多くの方々から後援会費をご送金いただき、心よ
り感謝を申し上げます。今後とも変わらぬご支援を、どう
ぞよろしくお願いいたします。

至誠学園後援会会長：佐々木信孝

また、新規のご入会も随時受け付けております。子ども
たちのために、あたたかいご支援いただけますようご入会
をお願いいたします。すでにご入金いただいている方には、
重ねてのご案内を失礼いたします。　
会費の納入は下記の口座にて承ります。

郵便振替口座
口座番号　００１４０－２－３５６６８１
口座名　至誠学園後援会

銀行口座
三井住友信託銀行　立川支店（銀行名変更）
　口座番号　普通　７９０２５８８
多摩信用金庫　錦町支店
　口座番号　普通　０２６９７８５
　口座名 至誠学園後援会

連絡先　
　至誠学園後援会事務局　

立川市錦町 6-26-15（至誠学園） TEL 042-524-2601

児童事業本部では平成 29 年度中途採用及び平成 30
年度新規採用職員を募集しています。詳しくはお問合
せいただくか、ホームページでご確認下さい。

職種
チャイルドケアワーカー、栄養士、家事援助

説明会・見学会
毎月説明会を実施します。見学も随時受け付けます

採用試験
7月、9月に実施予定

問合せ
児童事業本部採用担当まで
TEL：042-524-2601
Email：recruit@shiseigakuen.org

チャリティマーケットのおしらせ
7月1日（土）に至誠学園チャリティマーケットを開催します。
食料品、日用品、衣類、子供服、お食事模擬店、ゲームコー
ナー、手作り品、喫茶など用意して皆様のご来場をお待ちして
います。
売り上げは学園を卒園する子どもたちへの自立支度金と、障
害者就労継続支援事業に活用させていただきます。

後援会と卒園生の交流会
卒園生友の会と後援会役員の交流会が 4月 2日にファク
トリーカミカゼにて開催されました。後援会役員 12 名、
職員 9名、友の会 19 名の 40 名の参加がありお子さん連
れの卒園生もいてとても和やかな会ができました。
卒園生は「とても楽しかった、卒園後も心配して下さっ
ていることをとても励みに感じる。」役員の皆さまからは
「頑張っている様子や成長した姿に触れられて嬉しかった」
といった声を頂戴
しております。今
後、より多くの
方々に参加してい
ただけるよう日程
や場所について検
討したいと思って
おります。


