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ナザレットの家の旧園舎
からやってきました。

に
新緑がまぶしい季節となりました。新園舎での生活にも、子どもたちはすっかり慣れた
ようです。今年は桜の開花が特に早かったですが、児童ユニットのリビングから見える
隣の修道院のしだれ桜が見事で、居ながらのお花見が出来ました。
この春卒園したのは4名。Y君は、働きながら建築を学ぶ学校に進学しましたが、例年
高卒で最後まで残るのは10人に1人程度だそうです。しかし卒園生を送る会でY君は、
「設計士になります！」と力強く宣言していました。MさんNさんR君は就職ですが、それ
ぞれ将来やりたいことがあり、夢に向かって頑張ってほしいです。
今年度ベトレヘム学園の重点目標の一つは「子どもの希望がかなう場所」です。子ど
もたち一人ひとりがやりたいことを諦めることなく、チャレンジできる施設を目指していま
す。
皆さまのご支援を、引き続きよろしくお願いいたします。
施設長 鈴木 ますみ
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今年は4名の児童が卒園を迎えることになりました。送る会自体には全
員参加することは難しかったのですが、各ホームや職員の手の込んだ
出し物は例年よりも「面白かった！」と子ども達や職員からも好評でした。
卒園生を以前担当してくれていたナザレットの職員さんにも来ていただ
き、幼少期の話もしてくださったので、同じ建物になったことでこういった
やり取りはとても素敵だなと感じました。（小熊）

幼児行事（5/2）
幼児9名、職員7名で伊佐沼公園に遊びに行きました。到着してすぐにアスレチッ
クに駆けていき、体を使って遊んだあとは芝生の広場でお弁当とおやつを食べま
した。食べ終わるとボールや風船、シャボン玉で遊び、待ちに待った水遊びを最
後にしました。全身びしょ濡れになった後はアイスを食べて帰りました。「また来
たい！」と楽しんでいた子ども達でした。 （矢上）

小学低学年行事（5/4）
GWの行事で航空公園に子ども10名、職員7名で行ってきました。公園内は
とても広く、アスレチックや川があり、いっぱい走っていっぱい遊んでいっぱ
い食べていっぱい笑ってととても楽しんでいました。特にターザンロープや
川が人気でした。帰りはアイスを食べに行き、一日中遊んでヘトヘトになり
ながらも弱音を吐かずに一生懸命歩いていました。 （高橋）

小学高学年行事(5/5)
子ども11名と職員6名で昭和記念公園に行ってきました。お昼ご飯や切符も自分たち
で購入し「わからない～」と言いながらもきちんと購入できました。
公園では水場で水着に着がえ大はしゃぎし、足漕ぎボートではカモを追ってペダルを
漕ぎ、力尽きて漂流し、ハンドルを切り間違えてぶつかりそうになったりとハラハラドキ
ドキの足漕ぎボートでした。天気にも恵まれて皆楽しい一日を過ごせました。（安樂）

中高生男子行事(5/6)

中高生女子行事(5/6)

ボーリングとすたみな太郎に行ってきました。参加児童6名と、
本来の人数より4名少なかったですが、ボーリングを予定して
いたより1ゲーム増やし、更には職員の番を奪ってやるなど盛
り上がってました。すたみな太郎では各々好きな物を食べてい
て、とても満足そうでした。今年度からの入所児童もいました
が、互いに壁を作らずに楽しく過ごすことができました。（古高）
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入間のユナイテッドシネマシティへ中高
女子5名と行ってきました。それぞれ好
みの映画を鑑賞しましたが、選ぶまで
も調べたりして楽しみにしている様子で
した。（東）

土屋利紗子さん（ふりーじあ）
大学 入学 時か らず っと 児童 養護 施設 で働 きた いと いう 思い があ り、 現在 、新 卒
で夢 を叶 える こと がで きて いま す。 子ど もた ちの 笑顔 にか こま れ、 私も 子ど も

補助金事業収入

たちと成長したいと思います。よろしくお願い 致します。

寄付金収入

中村沙紀さん（心理士）

その他の収入

学生時代から夢みていた施設心理職として働くことができ、大変嬉しく思いま

受取利息配当金収入

す。子どもたちが安心できる大人としていられる日々の関わりを大切にしてい
きたいと思います。よろしくお願い致します。

設備資金借入金収入

藤原弥さん（心理士）
ベトレヘム学園に来て、子どもたちの明るさや元気の良さに心を打たれました。時には
喧 嘩も ある ようですが、同じ 屋 根 の 下 で たくさんの 子 どもた ち が 伸 び伸 びと 暮らして い
るということに新鮮な喜びを感じています。少しでも子ども達の心の支えになれるよう、
これから精一杯力を尽くしていきたいと思います。

村上あさのさん（ふりーじあ）

収入計

調理している私の 不安そうな姿を見て「まだ修行中だから大丈夫だよ。」と声を掛けて
くれる 子 や そ ば で よく 見 て いる 子 達 も い る の で、見 な がら 学 べ た り会 話 の 楽 し め る 対
面式のキッチンは本当にいいなあと思ったりもしています。

齋藤大介さん（営繕）
学校が休みの日などは、清掃を手伝ってくれ たり、自転車のパンク修理を興味深く見てい た
りと子ども達の個性を肌で感じています。子ども達が常に安心・安全に生活できるように心掛
けて業務にあたりたいと思います。どうか宜しくお願いいたします。

ナザレット乳児院と、月に1回の防災訓練を
合同で行っています。カートに乗ってかわい
い赤ちゃんたちが避難してきます。乳児院時
代の担当職員の姿をみつけて、駆け寄る児
童の姿もあります。職員間では、月に一回
合同で会議を開いたり、ラウンジで交流して
います。

新しい園舎の見学会を7月1日、日曜日
午後1時から3時に行います。
主にベトレヘム学園園舎の見学になり
ますが、地域交流ホールでお菓子など
を用意していますので、お気軽にお越
しください。途中入退室も自由です。
※駐車場がない為、お車でのお越しは
ご遠慮ください。
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〈収入〉

〈支出〉

措置費収入（事務

278,344,460 人件費支出

246,997,786

措置費収入（事業

45,173,224 事務費支出

13,883,820

補助金事業収入

72,296,733 事業費支出

62,181,212

借入金利息補助金収
寄付金収入
その他の収入
受取利息配当金収入
施設設備等補助金収
設備資金借入金収入
その他の施設整備等
収入
退職給付引当資産収
崩収入
その他の積立資産取
崩収入
拠点区分間繰入金収
収入計

287,699 支払い利息支出

347,687

2,024,805 利用者等外給食費支出

3,741,890

9,478,902 固定資産取得支出
ファイナンス・リース
18,990
返済支出
362,856,000 その他の施設整備等支

7,362,792

796,806,605

190,440,000 その他の積立資産支出

60,000,000

81,800 拠点区分間繰入金支出

11,934,000

722,660 退職給付引当資産支出

2,893,400

168,480

190,000,000
70,000
1,151,795,273

支出計
当期資金収支差額
合計

ご寄付を頂いた皆様
（3/26～5/11）
ダスカジャパンクァウテモック様
須永澄人様 篠原紀子様
SBI子ども希望財団様
EARTH COLOR Project様
こどもの未来創造基金様
チュチュアンナ様 木村商店様
読売中高生新聞様
日本チャリティ活動支援協会様
ユー・エス・ジェイ様
JXTGホールディングス様
KCJ GROUP株式会社様

1,206,317,672
-54,522,399
1,151,795,273

いつも温かいご支援ありがとうござ
います。心より感謝申し上げます。

☆昨年度は、新園舎建築の為、例年より科目が多くなっています。

7/21 納涼大会
7/23 江戸っ子杯バレー・
ドッヂボール大会
7/31～8/1
江戸っ子杯野球大会
8/22 第６ブロック
バレー ボール大会
8/24 第６ブロック野球大会

2017年度末をもちまして、2名の職
員が退職されました。

・髙橋春菜さん（こすもす・ゆり担当）
・宮下大輝さん（心理士）
子どもたちにたくさんの愛情を注いで
いただき、ありがとうございました。
今後のさらなるご活躍をお祈りしてい
ます。
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新しい園舎に引っ越しをして半
年が過ぎました。
冬の間静かだった園内も暖かさ
と共に開け放たれた窓からにぎ
やかな声が聴こえてきます。乳
児院の子どもたちが散歩に出る
様子や、学園の子どもたちが登
園登校していく姿が日常になり、
同じ場所で生活している実感が
徐々に湧いてきています。
（鈴木則、金子、樫村、杉本、東）

