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季節の変わり目らしく不安定な気候が続いていたかと思えば、あっという間の梅雨明けに。急激な気
温上昇からの連日の猛暑に身体も驚いているようです。今まで以上に食中毒や熱中症にも気を付けて
過ごさないといけない季節になってきました。
コロナの感染者数は日々ある程度の人数は発表されていますが、一時と比べて落ち着きを見せ始め
ています。少しずつ行事やイベントが復活し、制限が緩和、解消されています。
今年の夏休みはどうなっていくのか、どうしていくのか。海水浴は？夏祭りは？施設としての方向性
や対策も決めていかないといけないなと…油断は禁物ですが、子どもたちの楽しみは増やしていきた
いと思っています。
さて、事務所の施設長室の窓からは、高尾山がよく見えます。
高尾山には天狗がいる…
そんな高尾山の天狗は薬王院のご本尊飯縄大権現の眷属として除災開運、
招福万来など衆生救済のご利益を施す力を持つといわれています。
日本にはいくつも天狗伝説や天狗信仰があり、天狗は山の精霊であったり、森の守護神であったり、
妖怪としてであったり、悪鬼にされたり、ただただ自然現象であったり…実に様々な顔をみせてくれま
す。そんな天狗にふと興味を持ち、天狗が息づいている高尾で天狗に思いをはせたひとときがありまし
た。
近いうちに天狗様に会いに高尾山へ行き、天狗様のうちわで様々な災いを打ち払ってくださいとお
願いしてこようと思います。楽しい夏になりますように。
施設長 佐々木常道

フレンドホーム募集

里親子育て講座参加者募集

フレンドホーム制度というものがありま

第一期：6/7～7/19（毎週火曜日全 7 回）

す。児童養護施設や乳児院で生活している

大好評頂き、4 組の里親さんにご参加頂き講座は終了。

子どもに、家庭生活を体験させる制度のこ

第二期：9/13～10/11（毎週木曜日全 7 回）

とを言います。養育家庭（里親）は難しい

子どもにとって「わかりやすいコミュニケーション」と

が、週末や夏休みなどを利用して、家庭生

は？親の「して欲しい行動」を具体的にどのように伝え

活の体験をさせて頂ける方、当施設でも募

るのか？皆さんと一緒に考えていきましょう！

集しています。

12 月から 5 月までの行事
４ 月
１２ 月
餅つき大会（中止）
クリスマスサンタプロジェクト
（ゴールドマンサックス証券）
テ地域共同防災訓練
ニス招待（ ゴ ールド マン サッ ク
ス証券様）
オンライン工場見学

幼稚園入園式
各学校入学式

２ 月
節分（各家）
チャリティボーリング大会（中止）
（東京都トラック協会多摩支部第四地区青年部）

浅川地子連カルタ大会（中止）

１ 月

３ 月

５ 月

卒村生新年会（中止）
繭玉焼き（中止）

ひな祭り（各家）
梅祭り（中止）
卒村入進学祝い（オンライン）
各学校卒業式

鯉のぼり設置

※予定していた行事もコロナの影響で中止になっています

エス・オー・エスの

一年の計は元旦にあり。

お正月の

す。慣れない筆の扱いに悪戦苦闘しながらも、それ

恒例！

高尾太陽の家では、元日に書初めを行うのが恒例で
ぞれの目標を書き上げました。さて今年はどんな年
になるかな？

また１年みんな
でがんばろう！

大晦日、元日の夜は全員の布団を並べてみんな
で雑魚寝が恒例のイベント。先輩児童は他の家
へ異動となっても年末年始の時期になると、
「お姉さんたちと一緒にリビングで寝たよね」
と毎年楽しみなイベントの一つです。

絶対
寝ないぞ～！

お正月はいろいろなおせちを食べました。お年玉
ももらい、恒例の初売りにも…！心もお腹も満タ
ン！それぞれの好きなものをたくさん買えて楽
しい思い出に。個性豊かなラインナップでした。

卒業、入学おめでとう！
今年の卒村入進学祝いでも、それぞれが新たな生活に期待と不安をにじませながら新たなスタートへの抱負を発表
しました。卒村生からは職員や共に過ごしてきたこどもたちに感謝の言葉が伝えられ、これまでの日々を思い返し
ながら各々最後の時間を過ごしました。新入学の子ども達はこれからの楽しみがたくさん！がんばりたいことを自
分の言葉でお話ししてくれました。

新１年生にインタビュー！

①先生に言われたことを直ぐやる。

①学校でがんばりたいこと

②鬼ごっことかでんぐり返し。

②学校で楽しいこと

③国語の準備を直ぐに始めてほめら

③学校で嬉しかったこと

れたよ！

①友達と遊ぶ事と体育
②友達と遊ぶ事と体育。
③友達が沢山できた。

①時間内に給食を食べ終え
①サッカー、運動会の練習。

ること、国語・算数を頑張

②先生とパズルや鬼ごっこで

りたい。

遊ぶ事。

②給食を食べること、中休

③給食にパンが出た。

みがあること
③給食があること

お祝い会の紹介
エス・オー・エスこどもの村では、毎月個々の目標を定め、月末に子どもたちの一ヶ月の頑張りの成果を同じ家の
子ども達、職員みんなでお祝いしたり、抱負を話したりする「お祝い会」を行います！
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今後の予定
７月
テニス教室(ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ証券)
（延期）

海水浴

11 月
七五三
いちょう祭りバザー
地子連マラソン大会
赤い羽根共同募金活動
皆でお出かけの日

10 月
８月
市民連合運動会（延期）
市社協プール招待
地子連ドッヂボール大会
終戦映画会
原爆写真展（常時開設）
※コロナの状況で延期・中止の
小山神社祭礼 夏祭り
小仏川河川清掃

可能性もあります。

編集後記

昨年、闘病生活の長かった父が亡くなり、母と一緒に出掛けることが少しずつ増えてきました。母はその度「こ
こお父さんに連れてきてもらったわ、懐かしい」と生前に聞いたことのない父の話をたくさんしてくれます。
実家を出て 20 年近くなり、またここ数年はコロナのこともあってすっかり家族が遠い存在になっていました
が、同じ場所に母を連れてきた父の母への思いを感じるとふと父とのつながりを感じたりします。エス・オー・
エスを卒村した子ども達も、時々近況報告の電話をくれます。子ども達とは本当の家族にはなれませんが、そ
ばに居なくてもふとした時につながりが感じられる、そんな施設でいたいなと思う今日この頃です。

｛令和 3 年 11 月 21 日～令和 4 年 6 月 20 日迄に寄付金を下さった方々・団体｝
（順不同・敬称略）
袁和満 北和郎 畑健二 森悦子 新堀彰 原島孝 藤本愛 松波怜 峰尾功 峯尾修 峰尾好
柳沢崇 山下浩 井上栄雄・とき 小川武彦・美佐子 針ヶ谷征・和子 小林希他 匿名 21 名
上ノ宮隆 佐々木玄 足達浄司 石井由紀 市川貞夫 井上賢二 岩﨑清賢 上宮良一 内田昭子
大川富美 大野圭介 小俣高子 柿沼恭子 金子真士 鎌田惠子 柄澤良子 辛島修治 川村暢夫
北村栄子 串田尚枝 倉持洋子 黒川良二 小坂順一 今野幸子 坂井真実 桜井俊一 佐藤幸子
佐藤政司 島田光貴 嶋村典子 清水染子 鈴木啓子 鈴木孝昌 髙尾雅代 髙澤洋子 髙田雅弘
田口信夫 中野祥一 中原桂子 錦戸正継 平松清美 星田朱巳 真崎光夫 町田照良 松田芳昌
松村光純 松村知子 水野良人 峰尾章子 峯尾孝年 峰尾達雄 宗廣晴義 森川五竜 師岡京子
矢澤則夫 山口和男 山口崇之 吉川京子 吉富捷二 渡邉紘也 サノケイスケ ナナシサン
安藤登喜子 上田千加子 石川金太郎 春日作太郎 菊池とし子 桑原みどり 小畑喜美子
島田東一郎 嶋村ひとみ 中川紳一郎 福地桂之助 藤村誠一郎 峯尾三千年 若林久美栄
川久保慶子 佐々木武麿 佐々木常道 佐々木泰子 佐々木裕之 間々田伸弘
協力者 40 名
鹿嶋田美智子 小山石由美子
東電労組社会福祉事業基金

コニカミノルタ労働組合 第一生命労働組合八王子支部

一般社団法人香取児童福祉会 協同組合高尾パークハイツ名店会

天富株式会社 大用商店 東京総合保険サービス株式会社 うさぎや株式会社
おぐら葬祭株式会社アットイーズ 株式会社都典礼 株式会社ミヤハラ 有限会社片野不動産
有限会社町田商店 高尾華工房 川麻工業有限会社 エクステリア網野 エコ・スマイル西野
明治牛乳浅川販売所 学校法人八王子学園なかよし幼稚園 みころも幼稚園 みころも幼稚園サポーターの会
亜細亜大学図書館 シルクラブ中野山田屋 のらねこボランティアの会「そよかぜ」
大本山高尾山薬王院 安養寺 寳珠寺 常林寺 おがっぴーず 協力会社 1 件 協力団体 1 件
一般財団法人日本児童養護施設財団あしながサンタプロジェクト
令和 3 年 11 月 21 日～令和 4 年 6 月 20 日迄の合計寄付金額
165 件（団体・個人、複数カウント含む） 法人・施設合計 5,757,298 円

｛令和 3 年 11 月 21 日～令和 4 年 6 月 20 日迄に物品を下さった方々・団体｝
（順不同・敬称略）
縣純子 遠藤恵 鎌田泉 藤井清 松沼茂 宮本清 山下浩 羽田 匿名 16 名 協力者 13 名
青木光弘 赤垣美惠 井上勝好 井上眞弓 岡田敏弘 岡本裕子 加藤克明 辛島修治 菊岡良江
熊坂美紀 齋藤梨花 佐藤賢一 佐藤尚子 佐橋大輔 島田光貴 清野有子 髙澤洋子 髙橋公一
竹内香菜 武田淑江 田代麗子 中西英行 中野美香 馬場美里 東川茉彩 藤貫良子 堀川和夫 堀川春菜
松井雅子 松尾英高 峯尾全男 峰尾英子 宮本靖子 諸星一弘 門司一徹 渡辺教子
河田光一郎 田邉津知恵 野伏智恵子 福地桂之助 峰尾三千代 峯﨑由美子 小山石由美子
渡久地ロベルタ 金子真士・安記子 冨永秀樹・誠子 鬼殺隊岩柱悲鳴興行冥 ドゥーイング
餡乃雲 バイクサンタ比留川稔 株式会社 Daska＆Desiree 株式会社プレナス 株式会社アイデア
株式会社マイテック 株式会社原田ガトーフェスタハラダ 株式会社チュチュアンナ 1％クラブ 株式会社一蘭
株式会社メリーチョコレートカムパニー 株式会社 YES 餃子の雪松 株式会社桃屋
株式会社日本経文社 株式会社ゆうちょ銀行 株式会社ニチレイフレッシュ
株式会社パルブレッド 株式会社吉野家 株式会社ジャパンビューティーライフ
株式会社コーラ 株式会社小田急百貨店 株式会社大洋観光サービス 株式会社サンゲツ
株式会社ミナカミ キューピー株式会社 ジェイワーク株式会社 南多摩運送株式会社
エスビー食品株式会社 サンヨー缶詰株式会社 長野興農株式会社 日東ベスト株式会社
セガサミーホールディングス株式会社 セガサミー野球部 丸善食品工業株式会社
太誠産業株式会社 田原缶詰株式会社 三共食品株式会社 寿高原食品株式会社 三育フーズ
アサヒグループ食品株式会社 日本郵政株式会社オリンピック・パラリンピック室
天狗缶詰株式会社 岩手缶詰株式会社 シンプロメンテ株式会社 餃子の王将 協力会社 14 件
東京都蒟蒻協同組合 全国シャンメリー協同組合 横田基地 730AMS 横田基地歯科中隊
グルメシティ高尾店（黄色いレシートキャンペーン）合同会社吉 日本鏡餅組合
コストコ多摩境倉庫店ベーカリードネーション ドミノピザめじろ台店 江戸玉川屋
明治牛乳浅川販売所 こすもす・だれでも食堂 一般社団法人碧鳳水元宮 大用商店
Curves 八王子髙倉 Curves 西八王子 Curves 恩方 東京八王子東ロータリークラブ
八王子地区更生保護女性会 八王子いちょう祭り祭典委員会 菊地外科医院 野下皮膚科
東京純心女子高等学校中学校 東京純心女子高等学校中学校生徒会 ワールドメイト
一般社団法人東京馬主協会 一般社団法人国際文化芸術交流協会 大光寺 金南寺
特定非営利活動法人 HandsOnTokyo 公益財団法人毎日新聞東京社会事業団 匿名 1 件

簡単な内容報告なのですが、毎月 HP に「寄贈品のご報告」を写真付きで掲載しております。全てを報告できている
わけではありませんが、お時間ありましたら覗いていただけると嬉しいです。

[継続してボランティア活動でご協力下さった個人・団体]
（順不同・敬称略）
☆学習支援：HUG for ALL（オンライン開催）

☆洋裁：小野ひろみ / 田邉津知恵

☆ヘアカット：Hairstudio lupinus 堀川和夫 / CUTSALON Assist 稲葉裕輔
[令和 3 年 11 月～令和 4 年 6 月迄に招待・ボランティア活動でご協力下さった方々・団体]
☆食育プログラム オンライン出前授業出張工場見学: ニチレイフレッシュ
☆七五三撮影: スタジオアン イーアス高尾

今期もコロナ禍で引き続きほとんどの行事が中止になり、オンライン中心に活動をお願いし、
令和 3 年 11 月～令和 4 年 6 月は上記の形となりました。
当施設は国・都の発令に順じて活動の判断を行っておりますが、この状況下でも様々なボラン
ティアのお問い合わせをたくさん頂いており感謝申し上げます。活動再開の折にはホームペー
ジ等を通して、ご連絡致します。
その際には是非施設への応援を再開して頂けたらと思います。
皆様どうぞよろしくお願いいたします。

＜御寄附に関してとお願い＞
いつも御支援御協力頂きありがとうございます。
法人、施設運営の資金となる寄附金ですが高齢会員の退会や物価高騰等で厳しい状況におかれています。
御支援頂いた寄附金は、子ども達の自立に向けた就学・生活支援、施設整備、職員の援助技術向上の研修費用等に当て
ています。
コロナ禍でもあり厳しい昨今ですが更なるご支援をお願い致します。
ゆうちょ銀行 振替口座：00190-1-86745 社会福祉法人エス・オー・エスこどもの村
ゆうちょ銀行ネットからの寄付送金⇒店番:019 預金種目:当座 口座番号:0086745
社会福祉法人エス・オー・エスこどもの村
＊他銀行をご希望の場合はお手数ですがお問合せ下さい。

御寄附、寄贈頂きました皆様の氏名掲載には、充分に注意確認をして記載しておりますが、万が一間違い等ございまし
たら御一報をお願い致します。
寄附履歴がある方、団体の皆様全件に、
「ゆうちょ銀行払込取扱票」を同封させて頂いております。皆様からの温かい
ご支援、ご協力どうぞ宜しくお願い致します。

