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西台 こども館
平成 23年 8月

□□□□□ 卒園児を支援する □□□□□□□□□

◎西台こども館が開設されて4年目を迎えました。社会福祉法人を立ち上げ、理事長として児童養護施

設を運営することは、色々と大変だつたと思いますが、そもそもの設立の経緯を教えていただけますか。

(新井)なぜ企業家である自分が直接このような事業を手掛けるのかと闘かれることがある。寄付して

感謝されるのがいいんじゃないかとも。しかし、これは自分の性分で、何とかしたいと思い立つと、何

でも直接自分でやつてみたいのである。 自らは何の責任もない事由で親と離れて生活せざるを得ない

子供たちを支援したいという思いは、実は高校生の頃芽生えた。まだまだ他人のことを心配することよ

り自分自身生きていくことが出来るかわからない頃であつた。そういうことが出来るようになりたいと

いう漠然とした目標だつたかもしれない。Jヽ さい時からガキ大将だつた所為かも知れない。

◎今度、新たに財団を作つて西台こども館の卒園児の支援を開始されると聞いていますが・・・

(新井)児童養護施設の子どもたちを、そうでない子供たちと同じ条件でがんばらせたいという思いは

強い。高校 3年生の年度末で、それまでの生活全般の支援が切れることは理不尽である。多くのこども

が、はい、これからは自分で稼いで生活して下さいと言われても途方に暮れるだろう。 しかし、現在の

国の制度・法律ではそうなつている。公的な措置費で運営している社会福祉法人ではそれ以上の支援は

困難である。 そこで、今回新たに財団を立ち上げ、西台こども館の率園児の住まいと上の学校を目指

すための奨学金を作り、応援することにした。幸いこども館の隣地を手に入れることが出来た。将来の

こども館のグループホーム等のスペースとしても提供したい。少し技術的な問題があり、建設着工は予

定より遅れる見込みであるが、来年 3月卒園児から支援を始めることとしている。将来、西台が卒園児

達にとつて『実家Jになるといいと思つている。

◎大変ありがたいお話でこども達も卒園後の大学進学等、より選択肢が増えます。昨年末のタイガーマ

スク、 3月の大地震・津波の際に国民的支援の輸が大きく生まれました。理事長もこういつた面でもつ

と積極的に社会にPRする役割をという声もありますが・・・

〈新井)これも性分で、日立つことは嫌いで、『地味に行きたい (生きたい)』 がモットー。児童福祉は、

企業活動とは全く別の個人的取組みであり、世の中全体というより自分の手の届くところで具体的にや

りたいことをやつているので、特別のことをしている意識はない。ただ、今回の東日本大震災・津波事

故後みられたように多くの日本人が困つている人を支援しようという思いが強くなつていること、具体

的行動をとる人たちが増加していることは喜ばしい限り。 (文責 田宮)
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こともたちの未来のために
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/Tラ ンティアのお問い含

わせは、津日まで

*8月 3日 (株 )ク レス|り藤代表ほか 3名の美容師さん

から人形を使つたカット体験を,その後、美容師 ス

タイリス トになるための勉強についても教えていた

だきました,有 難うございました。
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8月 13日 恒例のサマーコンサートが開催されました。クラリネット トランペットサックス、ホ

ルンとビアノの演美で 有名な曲 楽しい曲を楽しみました。途中楽しいクイズもありました。

東京音大のお姉さん お兄さん有難うございました。
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『志五小が目指しているもの』

志小1第■:小学校 関‖文彦 1交 長先生

8月 3日 午後関 口校長にお話をお聞きしました。

O lt台 こど t,館 は、現在小 1～小 6ま で 1 4 1Vlの 子ど 1)が志li小に

'通

つています。現在学校で特にプリを入れてお られ

ることを教えて下さい。

ll「 =言 で||う と、『規律と思いや り』、31(llJl」 まし合い 。認め合い・高め合い)のある授業改善に努めています.

今イ|:は板橋区の受 lll」校 として体育の研究に取組 /υ でいます.ま た、歌声の響く学校を目指 して音楽lr動に 1,プリを入れ

ています.学習

“

iでは、「志 I小学プリアツプ !Jと して |1英 牛:道場Jを 2年前から、そして今年度かに,「 計算道場 | 千)
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O志 圧小の建物や環境で特徴はな/υ ですか.

関 | |と にかく地域υ)方 がl.かいで―

'1学
校

|■ li台 にル)り 、月rく に志 ん:′卜より高い建物が

ない (笑 )、 緑が多いところでしょうか.平

成 25`11に 設立 70'1年 を迎え平成 26イ
「

11に 大規模LI修 l:事が始まる予定で,11

0西台 こど t,Il iの rど 1,た |,の 様 Fは どう

~で
しょつ.

関日「
fム は赴イ千:後 4年 |]に なりますで

'で
、ノЧ

台こど1,館・lス ター トからのお付き合いで

す。み/υ な、そね′ぞれ 1司 |■ はありますが、rt

い子で元気に頑張っています。強いて言うと、

体み時1出l等 にこども‖の「 ど1)た ちだけで

集まっている場■1を
'こ

かけます. 1)つ と幅広く

(3階事務所西側壁面の「緑のカーテンJ)

5月 末に「緑の大地Jの 方々に植えていただいたゴ

ーヤ達が途中へばりましたが、7月 末から突然元気

を取戻 し、それなりの実を沢山付けました。

(左 写真中央は「へちまJ)

につい

西台こども館では毎月災書を想定した緊急避難訓練を行っています。実際に避難が必要な災害がおきた

場合には園の敷地内に―時避難をします。その後必要に応 じて板橋区指定の避難場所 (志村第五小学校 )

や広域避難場所 (都立赤壕公園付近)に避難することになつています。

お友達を行 ガ〔欲 しいと思つています。1
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入園・入学おめでとう
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こどもたちの未来のために

平成 23年 1月 、8名の新人41が誕4,し ました。

3名の女の r(Kちゃん (年中 )、 Hち ゃん (年 少)、 Itち ゃん (年少))が徳丸幼1日月に人口しました。

1名の場の r(YI「 )が志村第五小学校に入学 しました。
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3月 6日 卒園児を送る会

全員での記念写真
03月 2

03月 2

3日 小 2 女児K.Y家 |た復帰

0日 /1ヽ 5,(りιS S

l日 4歳女りιK K

2日小 2女りとOM

03月 26日 中 l女児
「

.M家庭復帰

04月 1日 高卒女児 F.C ttH自 アヽ

0 3月 29日 2歳序次NH
0 6月 13日 小 2男児UY○

〇

3月 6日 : FC(高 3))

03月 23日 :平成 22イド度第 11口 Fl事会02年度補iE予算、23年度予算、23年度事業計口i他 )

03ナ126ロ ユニット編成変更に伴うJIつ 越 し (「 まつ」を男りιユニット、「もみじJを女りこユニットに)

05,1の 連体行 ll i「 いちょう」→長津‖1「 こどもの国」、「かしわJ→映画観賞(板橋イオン・マイカルシネマズ)、

「もみ じJ→上野動物同パンダ、「まつJ→奥多摩バーベキュー

05月 25日 ;14成 23年度第 1■ 1理 事会02年度決算、22年度 li業報告他)

06月 5日 :ダイアモンドクラブ招待・ ドライブレクレーション(野‖l市清水公開)

07月 24日 :マイクロソフ ト後援「 lT講習」全 8日 32時‖Jコ ースの第 1日 :J

07月 25日 :ミ スロ本とリサイクルエ場見学・スイカ割(東 京湾城南島海浜公園、(株)フ ューチャー・エコロジー)

07月 25日 ～27日 :中学生キャンプ(奥多ll■
「バットレスキャンプ場 J

07,127日 ～8月 1日 :「 いちょう」SЩ高助
′
I｀ V朝 日福れL文化事業団「海外41活体験の旅 201l I Nシア トル」

07月 29日 ～30日 ;幼りιキャンプ(秩父、「梁山油」)

08月 2日 ;江戸っ子杯 2011ド ッジボール (千駄ケ谷、東京体育館 )

08月 8 Fl～ 10日 :年少キャンプ(千葉房総「興汁海岸J

OS月 16日 ～18日 :小学校高学年キャンブ (群馬「我山荘J)

日本大震災復興支援「西台こども館バザー (仮称 )」 於 :rLl台 こども館玄関他

010月 (日 Pll未定);平成23年度第 2回理事会 (補 lE予算他 )

OHナ113日 (日 ):第 3者委員会 (IL事大藤岡教授の講演予定 )

012月 (日 fl未定):ク リスマス会

014成 24年 3月 114成 2341度第 3回 llll事会 (補正予算、1124年度予算他 )

2月 1

3月 3

7月 1

7月 21口 大lll除 (`Ⅲ l第 1&第

3ホ I昔全員参加)

~ 
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こともたちの未来のために

○江戸っ子杯争奪 ドッジボール大会
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2 : い
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iど 1,達 it〔 判係職 :1■卜伺ti∴・ サ1■1で しti‐

職 員 5名 )

O中学生キャンプ (7月 25～ 27日 ):奥多摩町「バットレスキヤンプ場」(児童 5名 、職員 4名 )

0年少さん (興津)キ ヤンプ (8月 8～ 10日 ):千葉房総「興津臨海」 (児童 8名、職員 3名 )



O小学高学年キャンプ (8月 16～ 18日 )群馬 :『我山荘J(児童 11名、職員 6名 お世話になった我山荘前で :

流 しソーメン、焼 き肉おい し

かったです。

肝だめ し?

ありがとうございました  (平成23年 3月 ～8月 )

〈綺イ「金)

伊藤康治、駒林素行、東京都共同募金会 ((株 )学究社 )、 板橋区社会福祉協議会

《寄llrl品 》

(株 )エランシステムズ、あいおいニッセイト1和損害保険 (株 )、 志太勤 ― (シ ダックス (株 ))、

(株 )デジタルライズ 。内海哲也ランドセル基金、(有 )エスプラニング (杉崎原子)、 NPOハ ンズ

オン東京、まるごみ薩摩本部実行委員会、(株 )ル ミカ、 (1未 )柿沼人形 (柿沼東光作 5月 人形)、 官嶋

宏十、(株 )チュチュアンナ、セカンド・ハーベスト・ジャパン (松崎)、 (株 )理論社、三菱東京UF
J銀行池袋支社、三菱lJ「 、J信託銀行(株 )、 国際ソロプチミスト東京・葵 (軽 自動 lllス ズキ・アルト)、

JAN,JAN高島・17駄 前店、小西祐仲、朝日新聞出版、NPO法人「松柏緑の大地」、竹内勇(お隣さん)

《招待》

東京都
2111人 タクシー協同れl合板橋第一支部、東京善意銀行、 ミス日本事務I)、 我山荘、

三菱東京U「 J銀行高島 1`4支店、{株)フ ューチャー・エコロジ~、 ltl台 図書館

● 西台こども館児童在籍状況 (平成 23年 8月 末現在)
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1
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2
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書
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高

3

計

男 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2

女 1 2 1 1 3 0 1 0 1 2

計 1 2 4 3 1 4 6 1 5 2 2 2 2 2

西台こども館在籍職員一覧 (平成 23年 8月末現在)

(園長}田宮、 (副園長)齋藤.(事務長)竹田、 (事務)岸本.(主任)津日、(心理)日中.(栄養士)丸山

(ユニット担当)rか しゎJ太日・石川・後藤・山野  rもみじJ 松山・堀欠・飯尾・津田

『まつ1 西松・大貫・渡邊・川口  『いちょう」森脇・野日・石井・坂本

(フ リー)小林.吉江    (休職中}大田.鈴木`島崎

(調理)田島・高山・下屋敷・水殿  (専門機能強化)立澤 {医師)、 ホ村 (児童指導員}、 日村・内藤 (治療指導員)

0ヾ―卜)真壁、内田.藤原  (アルバイト)宮迫、尾上  〈嘱託医)大山

―  ′――



こどもたちの未来のために

平成 22年度 決算報告

事業活動収支計算書 (平成22年 4月 1日 ～平成23年 3月 31日 )

(西台こども館)                              (単 イ立;円 )

勘 定 科 H 決 算 額

事

業

活

動

収

支

の

部

ll文

´、

措置費収入

補助金収人

寄付金収人

雑収入

L可庫 hli助金等特別積立金収

"i額

157,911,338

61,801,763

1,319.000

6,481.656

1,706.289

事業活動収入l,「 (1) 232,25i3,016

支

h」
ll業活動

人件Ft支出

事務7セ 支出

iド業資支出

減価償却費

引当金繰人

173,595,776

10,787,882

34.570,307

14,808,,313

1.73`),720

事業活動支出計 (2) 235,501,998

1文 支差額 (3)=(1)― (2) ∠ゝ3,248952

事業外収支の・ll 収 人 受取利息配
■1金収入

経理区分間繰人金収人

事業活J/J外収人計  (1)

20,872

10,000,000

10,020,872

1支メl 11業活動外支出計 (5) 0

'「
業活動外収支差額 (6)=(1)― (5) 10,020,872

経常収 支差額 (7)=(3)+(6) 6,771,920

特別収支の部 収 入 特別収入計 (8) 5,035,73()

支出 特,1支出計 (9) 5,035,730

特別収支差額 (10)=(8)― (9) 0

当lul活動収支差//11( 1) (7)+(10) 6,771.C120

繰越活J1/J収 支差額の部 前期繰越活動収支差額 (12) ∠ゝ 125,102,516

・ 1期末繰 lU・活動収支差額 (13)=(11)十 (12) △ 118,630,596

その他の積立金lll立額 (人件費積立金積立額)(14) 5,000,000

次期繰越活動収支/1i額 (15)=(13)― (14) △ 123,(,30,596

隣 維自己 :,1:有●■の決算は、本‖∫か |,″ ,繰 人をお願い して資金収 えでわずか ,,11字 減‖I償 lJを 含1」事

業,1動収支ては若 1・
′)赤字 とな r,た  lLFtに hつ てrt,「 千力II:宇 )́l■ ろが,|)る が 経費の人十が人件費

支出(1て 入)の 措置事業のなの当閑で大きなl11字 lt見 込めない  ヒトは、 1愛 さ,tる ことJ「 彙められるこLJ

「
ltl人 ″,役 1■ 11つ こと 「1分がZ要 とされ でいるこtlを実|ま できることが「生きる喜ひ、意味Jだ そ うです.

おか||さ 上で ,キ くで天11下 ‖彙な
′
メ11/)夏 で したが クト,由 、キ ャンラ導ッリ行事 無 1'終「 Liし た .
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