
ご寄付・ご寄贈・ご招待ありがとうございます
　いつも多くの方より「キンダーホルトをささえる会」へご支援賜り、ありがとうございます。平成２６年９月から１１月までに、

「ささえる会」へのご入金・品物のご寄贈・イベントなどへご招待くださいました方々をご紹介するとともに、この場をお借りして

お礼を申し上げます。たくさんのみなさまから子ども達へご支援をいただきました。心から感謝しております。（順不同・敬称略）

・・・ 新しい年を迎えました ・・・
園長　　西　川　　　信

厳しい寒さのなかにも日の暮れるのが遅くなるなど春へ

向かう気配が感じられる今日この頃です。

旧年中はひとかたならぬお世話になり、誠にありがとう

ございます。皆さま方にとって本年がよき年となりますよう

心よりお祈り申し上げます。

昨年は、４月の消費税の５％から８％への値上げに始ま

り、１２月の戦後最低の投票率だった総選挙で幕を閉じた、

という印象の一年間でした。マスコミは大企業の株価の上

昇や、一部の企業の職員昇給を報道しましたが、給与は

上がらない、消費税の値上げに加え、原材料などを輸入

に頼る多くの中小企業にとっては、景気の回復などまった

く実感できない、アベノミクス不況といった言葉も聞かれ

ました。日銀による財政出動、大企業への優遇措置など、

インフレを意図的に起こそうとするリフレ政策によるデフレ

からの脱却を声高に訴えても、大企業が潤うとそれが中

小企業へも波及するというトリクルダウンが起きないこと

は既に明らかです。ブラック企業の話題も度々取り上げられ

ますが、正規職員として飲食業に就職した卒園生等の過

酷な労働環境を聞くにつけその酷さに理不尽さを覚えるば

かりです。

先日、政府の平成27年度予算が発表されました。社会

的養護の分野では念願であった職員配置基準が５.５対１

から４対１に引き上げられるなど、いくつかの改正がありま

した、しかし、費用負担は国が2分の１、都道府県・政令指

定都市が２分の１ですので、県の27年度予算が決まるまで

は確定とは言えないもの受け止めております。医療や年金、

保育など社会保障制度のなかにあってその末端に位置す

る社会的養護です。介護保険の本人負担分増、生活保護

費の一部が引き下げられたり、これからも様々な社会保障

費の削減や自己負担が増してしくと思われるなかで、児童

養護施設や里親など、社会的養護は「家庭的養護」推進

し、マイナスからのスタートである養護に欠ける子どもたち

の最善の利益を保障していく役割が果たしていけるのか？

その懸念が不要なものとなることを心から願うばかりです。

昨年のホルトは、夏の恒例の商工会青年部のご厚意に

よる「長久手納涼大会」、「トヨタ自動車元町工場のボラン

ティアさんとの草取り」、「ホルトまつり」、「第３６回 音楽

の集い長久手大会」、北欧家具のイケヤさんのユニークな

企画による「クリスマス会」など、子どもたちにとってたくさ

んの貴重な経験をさせて頂きました。紙面の都合で全部は

ご紹介できませんが、たくさんの方々のご寄付やご支援を

頂き本当にありがとうございます。この場を借りて改めてお

礼申し上げます。

キンダーホルトは今年３０周年を迎えます。これまで３０

年の年月の中でお付き合いいただいた多くの皆さんには本

当に感謝の気持ちで一杯です。大切なものはいつも身近

にあります。しかし慣れてくるとそれはあたり前のことにな

りがちです。なくなった時にその大切さに気づくのが残念な

がら人間です。今年は改めてその大切なものを振り返り、

新たな始まりの年としていきたいと思います。

｢キンダーホルトをささえる会｣として子どもたちへのきめ細やかな個別的援助や環境の整備、里親との連携･支援などを

目的として会員の募集を行っております。本会の主旨にご理解を頂きご協力賜りますよう心よりお願いいたします。

キンダーホルトをささえる会　会員募集

※｢ささえる会｣へのご寄付は所得税法の寄付金控除の対象となります。
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H　P　http://www.6.ocn.ne.jp/̃kinder

松永尚忠
淺見佳　
西本義明

山吹正義
愛知ライオンズクラブ
後藤美津代

沼賀弘美
宮澤和俊
喜多一憲

ヒールザ ワールド名古屋　安達ともよ
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玉田直子

寄贈・招待

９月

明治乳業高針販売店（名東区）／梨
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱
名古屋戦略部／キレートレモンはちみつ
村瀬貞律（名東区）／石鹸、ぬいぐるみ、文具
㈱名古屋食糧（中村区）／お米
匿名／りんご
今池ジャック＆ベティ（千種区）／菓子
山田丕史（長久手市）／栗
日の出精肉店（一宮市）／あられ
聖霊高校（瀬戸市）／傘
坂井田美穂／餃子
朝岡利子（瑞穂区）／菓子

10月

山口節子（長久手市）／鱚（きす）
金澤（瑞浪市）／ケーキ

今池ジャック＆ベティ（千種区）／菓子
㈱名古屋食糧（中村区）／お米
匿名／りんご
(有)ミキコーポレーション　小林洋子（中区）／
プロレス観戦招待
上島（長久手市）／衣類
長久手フィルハーモニー（長久手市）／
コンサート招待
トヨタ博物館（長久手市）／入館招待券
後藤美津代（瀬戸市）／乗用車、お米
上原ひろ子（長久手市）／菓子
浅井（長久手市）／キウイ
㈱壱番屋（一宮市）／缶バッチ
ＮＰＯ法人フィール・ザ・ワールド（長久手市）／
「リニモでハロウィン」招待
猿投山の鬼／金券
浅井（長久手市）／布団
加古リラ（みよし市）／お米

11月

長久手市シルバー人材センター（長久手市）／
サツマイモ
匿名／みかん、りんご
明治乳業高針販売店（名東区）／ジュース
㓛刀直子（長久手市）／茶器
浅井（長久手市）／タオル、肌掛け、こいのぼり
白山宮（日進市）／七五三詣りご祈祷
西岡道治（長久手市）／野菜、果物
後藤美津代（瀬戸市）／お米
樋口静（三重県）／お米、野菜
朝岡利子（瑞穂区）／菓子
日本特殊陶業㈱代表取締役
尾堂真一（瑞穂区）／ミュージカル招待
池田和永（守山区）／菓子
スリーハンズの会（長久手市）／衣類
全国シャンメリー協同組合（東京都）／シャンメリー
内山利春（豊田市）／ポインセチア

「ささえる会」
へのご入金

皆様の暖かいご支援をお願いします。ご寄贈品は、子どもたちの生活を豊かにするための生活支援に使わせていただきます。

いつもありがとうございます

IKEAIKEAIKEAIKEAIKEAIKEAIKEAIKEAIKEAさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんIKEAさんIKEAさん

ありがとうありがとうありがとうありがとう

ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！

ありがとう

ございました！

ありがとう

ございました！

世界的な家具販売店であるIKEA様からたくさんの御寄附を頂きました。幼児グループでは子ども

たちのおもちゃの整理棚、テーブルやいすなどを、学童グループでは共用スペースに設置する本棚、

ソファ、デスクなどを頂きました。これまでは傷んでいたものを修繕しながら使っていたりしまし

たが、素敵な家具が並んだことで雰囲気が一変しました。また、子ども達と一緒にクリスマスの飾

りつけをして下さり、楽しい時間を共有することもできました。子ども達と頂いたもの長く使って

いけるように大切にしたいと思います。

若山歯科(名古屋市中区)の若山貴司様より、毎年お正月におせち

料理、夏にはうなぎのご寄付を頂きました。子ども、職員一同心よ

り感謝しております。ありがとうございます。

今年も１２月には「猿投山の鬼」さんからポストに金券５００００円

分を頂きました。子ども達のお年玉等で使わせていただきました。

感謝にたえません。

発行日 ＊ 2015年１月１日 
発行所 ＊ 社会福祉法人　名古屋文化福祉会
  児童養護施設　名古屋文化キンダーホルト
  キンダーホルトをささえる会
住　所 ＊ 〒480－1103 
  愛知県長久手市岩作琵琶ヶ池50－1
ＴＥＬ ＊ 0561－62－4728
ＦＡＸ ＊ 0561－62－4736
E-mail ＊ kinder@coast.ocn.ne.jp
ＨＰ ＊ httｐ：//www.6.oｃn.ne.jp/~kinder

62
Winter

2015

名古屋文化キンダー

ほると
ニュース

児童養護施設　名古屋文化キンダーホルト　機関紙



ホルトまつり 七五三

第36回音楽の集い『長久手大会』を終えて 里親旅行に参加して

1月1日  祝膳　ホルトの子ども達が一年の抱負を発表します
1月12日  ホルト卒園生の集い
1月16日～18日 白山スキー村
2月１日  施設親善マラソン大会
2月3日  節分
3月末  卒業、卒園お祝い会

ホルトまつり企画委員　前山　ひろみ

今年のホルトまつりは、キンダーホルトがお世話になり、繋がっている方々へ

感謝の気持ちを伝えたいとの思いの中、子ども企画委員と相談しながら計画を

たてました。

11月8日は晴天に恵まれ、170名のお客様に来て頂き、100名のボランティアの

皆様・卒園生にもお手伝いしてもらい無事に開催することができました。

「みなさま本当にありがとうございました。」今回はセレモニーで太鼓に合わ

せてよさこいを踊り、子ども達のいつもとは違う一面を観て頂けたのではないで

しょうか。

皆で手作りしたゲームや食事はいかがでしたでしょう

か？小学校の先生方のお店も美味しく大好評でした。

ハッピースマイルさんによるマジックショーも楽しかった

です。来年は卒園生にもお店を企画してだしてもらいた

いと思っています。

大会事務局　千代　誠

愛知県では毎年、愛知県児童福祉施設長会の主催で県内の児

童福祉施設が一同に会し、器楽演奏や演劇などの発表する「音

楽の集い」が開催されています。今年度は、キンダーホルトが担当

施設となり、約1年間準備してきました。開催にあたりましては愛

知県社会福祉協議会（共催）をはじめ、愛知県（後援）や、長久

手市（後援）など、たくさんの団体からご理解とご協力を頂きまし

た。また、県内の各児童福祉施設からは実行委員、協力委員を派

遣して頂いたことに加え、昨年度の担当施設の豊田市の梅ヶ丘学

園さんからご指導いただいたことで大きなトラブルもなく大会を終

えることができました。これもひとえに皆様からの深いご協力を頂

けたことによるものだと思います。本当に感謝しております。

長く続いている「音楽の集い」ですが、入所児童の変化や施設

の小規模化の流れの中で少しずつ各施設の取り組み方にも違いが

見られるようになってきたとも言えます。ただ、今回事務局となり

運営する側となって、やはり子どもと職員が一体となって共通の目

的に向かい切磋琢磨することに児童養護の醍醐味を感じることが

できました。来年度担当施設となる田原市の赤羽根学園さんにも

今年度学んだこと、感じたことをしっかりと引き継いでいきたいと

思います。最後に、素晴らしい演技を見せてくれた子どもたちに感

謝を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。

児童指導員　伊藤　成宏

本番を迎えるまでの練習の中で、子どもたちの様々な

顔をみることが出来ました。なかなか上手く太鼓がたた

けず悔しそうな顔、上手く出来た時の自信に満ちた顔、

自分より上手い人を見て「自分だってやってやる」と思っ

ている顔など、非常に多くの顔を見ることが出来ました。

練習では、1年目の職員として至らない点が多くあり、

その度に職員、時には子どもたちからも助けてもらい練

習をしてきました。

児童指導員　岡村　好美

メンバー全員で支え合いながら練習を行い、迎えた本

番当日。私自身、緊張でなかなか落ち着けずにいました。

楽屋でとある子に「緊張してる？」と尋ねると「別に」と

返ってきましたが、続けて「やっぱしてる」と少し笑みを

浮かべ、小さな声で返ってきました。表には出しません

が、子どもたちも緊張して本番に臨んでいるんだと実感

しました。円陣を組み志気も高まり、いよいよ舞台へ移

動すると、顔も引き締まり舞台人の顔つきになりました。

始まってしまうと後は早いもので、演奏後「上手く出来

た！」と目をキラキラさせながら、言いに来てくれた子ど

もたちの姿を見て、子どもたちの良い思い出になったと

感じました。

保育士　岩川　茉央

日進市の白山宮様より七五三のご祈祷を招待していただき、本当に感謝して

おります。今年度は四人の子どもたちが節目の年を迎えました。着物合わせの

時から「七五三楽しみ！早くいきたい！」と楽しみにしていました。当日は晴天

に恵まれ、晴れやかな気持ちで白山宮へと向かいました。宮司さんの祝詞を真

剣な表情で聞く子どもたちの姿があり、成長を感じることができました。千歳飴

と風船もいただき、とても嬉しそうにしていました。おやつには頂いた千歳飴を

食べ、笑顔いっぱいの子どもたちでした。今後も子どもたちの健やかな成長を

見守っていただきたいと思います。本当にありがとうございました。

高１　Ｓ・Ｙ

私と里親さんとの関わりは小学2年生からになります。普段はお盆やお正月

に泊まりに行ったり、食事に誘ってもらっています。私はそんな里親さんと一緒

の里親旅行を楽しみにしています。里親旅行の参加は今年で３度目になりまし

た。１年目は三重県に行きました。船に乗って食べた海鮮はとても美味しかった

です。２年目は山梨県に行きました。マス釣りが楽しかったです。釣ったマスは

その日のホルトの夕食になる魚だったので、車に乗って向かっている時からみん

なで気合を入れていました。最終的には７２匹が釣れて、お兄さんに捌いても

らったマスはメスで卵が入っていて生のまま洗って食べました。新鮮でとても美

味しかったです。

３年目の平成26年9月には長野県に行きました。ホルトを退所した子も一緒

に行けることになったのでとても嬉しかったです。白川郷や乗鞍岳に行きました。

乗鞍岳では熊も出ました。私は見ることができなかったけどみんな驚いていま

した。

旅館ではみんなでカラオケをしたり、卓球をした

り、そのゆったりとした時間がとても楽しく、居心地

の良い時間でした。

里親旅行で何よりもうれしい事は、恥ずかしがり

屋でいつも照れてうまくコミュニケーションが取れな

いきょうだいも里親旅行をすることで、里親さんと

自然に会話をし、喜んでいる姿を見ると私も嬉しい

です。

１ 月 か ら の 予 定
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施設となり、約1年間準備してきました。開催にあたりましては愛

知県社会福祉協議会（共催）をはじめ、愛知県（後援）や、長久

手市（後援）など、たくさんの団体からご理解とご協力を頂きまし

た。また、県内の各児童福祉施設からは実行委員、協力委員を派

遣して頂いたことに加え、昨年度の担当施設の豊田市の梅ヶ丘学

園さんからご指導いただいたことで大きなトラブルもなく大会を終

えることができました。これもひとえに皆様からの深いご協力を頂

けたことによるものだと思います。本当に感謝しております。

長く続いている「音楽の集い」ですが、入所児童の変化や施設

の小規模化の流れの中で少しずつ各施設の取り組み方にも違いが

見られるようになってきたとも言えます。ただ、今回事務局となり

運営する側となって、やはり子どもと職員が一体となって共通の目

的に向かい切磋琢磨することに児童養護の醍醐味を感じることが

できました。来年度担当施設となる田原市の赤羽根学園さんにも

今年度学んだこと、感じたことをしっかりと引き継いでいきたいと

思います。最後に、素晴らしい演技を見せてくれた子どもたちに感

謝を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。

児童指導員　伊藤　成宏

本番を迎えるまでの練習の中で、子どもたちの様々な

顔をみることが出来ました。なかなか上手く太鼓がたた

けず悔しそうな顔、上手く出来た時の自信に満ちた顔、

自分より上手い人を見て「自分だってやってやる」と思っ

ている顔など、非常に多くの顔を見ることが出来ました。

練習では、1年目の職員として至らない点が多くあり、

その度に職員、時には子どもたちからも助けてもらい練

習をしてきました。

児童指導員　岡村　好美

メンバー全員で支え合いながら練習を行い、迎えた本

番当日。私自身、緊張でなかなか落ち着けずにいました。

楽屋でとある子に「緊張してる？」と尋ねると「別に」と

返ってきましたが、続けて「やっぱしてる」と少し笑みを

浮かべ、小さな声で返ってきました。表には出しません

が、子どもたちも緊張して本番に臨んでいるんだと実感

しました。円陣を組み志気も高まり、いよいよ舞台へ移

動すると、顔も引き締まり舞台人の顔つきになりました。

始まってしまうと後は早いもので、演奏後「上手く出来

た！」と目をキラキラさせながら、言いに来てくれた子ど

もたちの姿を見て、子どもたちの良い思い出になったと

感じました。

保育士　岩川　茉央

日進市の白山宮様より七五三のご祈祷を招待していただき、本当に感謝して

おります。今年度は四人の子どもたちが節目の年を迎えました。着物合わせの

時から「七五三楽しみ！早くいきたい！」と楽しみにしていました。当日は晴天

に恵まれ、晴れやかな気持ちで白山宮へと向かいました。宮司さんの祝詞を真

剣な表情で聞く子どもたちの姿があり、成長を感じることができました。千歳飴

と風船もいただき、とても嬉しそうにしていました。おやつには頂いた千歳飴を

食べ、笑顔いっぱいの子どもたちでした。今後も子どもたちの健やかな成長を

見守っていただきたいと思います。本当にありがとうございました。

高１　Ｓ・Ｙ

私と里親さんとの関わりは小学2年生からになります。普段はお盆やお正月

に泊まりに行ったり、食事に誘ってもらっています。私はそんな里親さんと一緒

の里親旅行を楽しみにしています。里親旅行の参加は今年で３度目になりまし

た。１年目は三重県に行きました。船に乗って食べた海鮮はとても美味しかった

です。２年目は山梨県に行きました。マス釣りが楽しかったです。釣ったマスは

その日のホルトの夕食になる魚だったので、車に乗って向かっている時からみん

なで気合を入れていました。最終的には７２匹が釣れて、お兄さんに捌いても

らったマスはメスで卵が入っていて生のまま洗って食べました。新鮮でとても美

味しかったです。

３年目の平成26年9月には長野県に行きました。ホルトを退所した子も一緒

に行けることになったのでとても嬉しかったです。白川郷や乗鞍岳に行きました。

乗鞍岳では熊も出ました。私は見ることができなかったけどみんな驚いていま

した。

旅館ではみんなでカラオケをしたり、卓球をした

り、そのゆったりとした時間がとても楽しく、居心地

の良い時間でした。

里親旅行で何よりもうれしい事は、恥ずかしがり

屋でいつも照れてうまくコミュニケーションが取れな

いきょうだいも里親旅行をすることで、里親さんと

自然に会話をし、喜んでいる姿を見ると私も嬉しい

です。

１ 月 か ら の 予 定



ご寄付・ご寄贈・ご招待ありがとうございます
　いつも多くの方より「キンダーホルトをささえる会」へご支援賜り、ありがとうございます。平成２６年９月から１１月までに、

「ささえる会」へのご入金・品物のご寄贈・イベントなどへご招待くださいました方々をご紹介するとともに、この場をお借りして

お礼を申し上げます。たくさんのみなさまから子ども達へご支援をいただきました。心から感謝しております。（順不同・敬称略）

・・・ 新しい年を迎えました ・・・
園長　　西　川　　　信

厳しい寒さのなかにも日の暮れるのが遅くなるなど春へ

向かう気配が感じられる今日この頃です。

旧年中はひとかたならぬお世話になり、誠にありがとう

ございます。皆さま方にとって本年がよき年となりますよう

心よりお祈り申し上げます。

昨年は、４月の消費税の５％から８％への値上げに始ま

り、１２月の戦後最低の投票率だった総選挙で幕を閉じた、

という印象の一年間でした。マスコミは大企業の株価の上

昇や、一部の企業の職員昇給を報道しましたが、給与は

上がらない、消費税の値上げに加え、原材料などを輸入

に頼る多くの中小企業にとっては、景気の回復などまった

く実感できない、アベノミクス不況といった言葉も聞かれ

ました。日銀による財政出動、大企業への優遇措置など、

インフレを意図的に起こそうとするリフレ政策によるデフレ

からの脱却を声高に訴えても、大企業が潤うとそれが中

小企業へも波及するというトリクルダウンが起きないこと

は既に明らかです。ブラック企業の話題も度々取り上げられ

ますが、正規職員として飲食業に就職した卒園生等の過

酷な労働環境を聞くにつけその酷さに理不尽さを覚えるば

かりです。

先日、政府の平成27年度予算が発表されました。社会

的養護の分野では念願であった職員配置基準が５.５対１

から４対１に引き上げられるなど、いくつかの改正がありま

した、しかし、費用負担は国が2分の１、都道府県・政令指

定都市が２分の１ですので、県の27年度予算が決まるまで

は確定とは言えないもの受け止めております。医療や年金、

保育など社会保障制度のなかにあってその末端に位置す

る社会的養護です。介護保険の本人負担分増、生活保護

費の一部が引き下げられたり、これからも様々な社会保障

費の削減や自己負担が増してしくと思われるなかで、児童

養護施設や里親など、社会的養護は「家庭的養護」推進

し、マイナスからのスタートである養護に欠ける子どもたち

の最善の利益を保障していく役割が果たしていけるのか？

その懸念が不要なものとなることを心から願うばかりです。

昨年のホルトは、夏の恒例の商工会青年部のご厚意に

よる「長久手納涼大会」、「トヨタ自動車元町工場のボラン

ティアさんとの草取り」、「ホルトまつり」、「第３６回 音楽

の集い長久手大会」、北欧家具のイケヤさんのユニークな

企画による「クリスマス会」など、子どもたちにとってたくさ

んの貴重な経験をさせて頂きました。紙面の都合で全部は

ご紹介できませんが、たくさんの方々のご寄付やご支援を

頂き本当にありがとうございます。この場を借りて改めてお

礼申し上げます。

キンダーホルトは今年３０周年を迎えます。これまで３０

年の年月の中でお付き合いいただいた多くの皆さんには本

当に感謝の気持ちで一杯です。大切なものはいつも身近

にあります。しかし慣れてくるとそれはあたり前のことにな

りがちです。なくなった時にその大切さに気づくのが残念な

がら人間です。今年は改めてその大切なものを振り返り、

新たな始まりの年としていきたいと思います。

｢キンダーホルトをささえる会｣として子どもたちへのきめ細やかな個別的援助や環境の整備、里親との連携･支援などを

目的として会員の募集を行っております。本会の主旨にご理解を頂きご協力賜りますよう心よりお願いいたします。

キンダーホルトをささえる会　会員募集

※｢ささえる会｣へのご寄付は所得税法の寄付金控除の対象となります。

郵便振込
00800-100677　｢児童養護施設名古屋文化
　　　　キンダーホルトをささえる会｣代表　加藤直樹
銀行振込
中京銀行高針支店（普）232-209641　
｢児童養護施設名古屋文化キンダーホルトを
　　　　　　　　　　　  ささえる会｣代表　加藤直樹

｢キンダーホルトをささえる会｣事務局

〒480－1103　愛知県長久手市岩作琵琶ヶ池50番地1
　　　　　　　名古屋文化キンダーホルト内
電　話　0561-62-4728　FAX　0561-62-4736
E-mail　kinder@coast.ocn.ne.jp
H　P　http://www.6.ocn.ne.jp/̃kinder

松永尚忠
淺見佳　
西本義明

山吹正義
愛知ライオンズクラブ
後藤美津代

沼賀弘美
宮澤和俊
喜多一憲

ヒールザ ワールド名古屋　安達ともよ
廣瀬規代志
玉田直子

寄贈・招待

９月

明治乳業高針販売店（名東区）／梨
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱
名古屋戦略部／キレートレモンはちみつ
村瀬貞律（名東区）／石鹸、ぬいぐるみ、文具
㈱名古屋食糧（中村区）／お米
匿名／りんご
今池ジャック＆ベティ（千種区）／菓子
山田丕史（長久手市）／栗
日の出精肉店（一宮市）／あられ
聖霊高校（瀬戸市）／傘
坂井田美穂／餃子
朝岡利子（瑞穂区）／菓子

10月

山口節子（長久手市）／鱚（きす）
金澤（瑞浪市）／ケーキ

今池ジャック＆ベティ（千種区）／菓子
㈱名古屋食糧（中村区）／お米
匿名／りんご
(有)ミキコーポレーション　小林洋子（中区）／
プロレス観戦招待
上島（長久手市）／衣類
長久手フィルハーモニー（長久手市）／
コンサート招待
トヨタ博物館（長久手市）／入館招待券
後藤美津代（瀬戸市）／乗用車、お米
上原ひろ子（長久手市）／菓子
浅井（長久手市）／キウイ
㈱壱番屋（一宮市）／缶バッチ
ＮＰＯ法人フィール・ザ・ワールド（長久手市）／
「リニモでハロウィン」招待
猿投山の鬼／金券
浅井（長久手市）／布団
加古リラ（みよし市）／お米

11月

長久手市シルバー人材センター（長久手市）／
サツマイモ
匿名／みかん、りんご
明治乳業高針販売店（名東区）／ジュース
㓛刀直子（長久手市）／茶器
浅井（長久手市）／タオル、肌掛け、こいのぼり
白山宮（日進市）／七五三詣りご祈祷
西岡道治（長久手市）／野菜、果物
後藤美津代（瀬戸市）／お米
樋口静（三重県）／お米、野菜
朝岡利子（瑞穂区）／菓子
日本特殊陶業㈱代表取締役
尾堂真一（瑞穂区）／ミュージカル招待
池田和永（守山区）／菓子
スリーハンズの会（長久手市）／衣類
全国シャンメリー協同組合（東京都）／シャンメリー
内山利春（豊田市）／ポインセチア

「ささえる会」
へのご入金

皆様の暖かいご支援をお願いします。ご寄贈品は、子どもたちの生活を豊かにするための生活支援に使わせていただきます。

いつもありがとうございます

IKEAIKEAIKEAIKEAIKEAIKEAIKEAIKEAIKEAさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんIKEAさんIKEAさん

ありがとうありがとうありがとうありがとう

ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！ございました！

ありがとう

ございました！

ありがとう

ございました！

世界的な家具販売店であるIKEA様からたくさんの御寄附を頂きました。幼児グループでは子ども

たちのおもちゃの整理棚、テーブルやいすなどを、学童グループでは共用スペースに設置する本棚、

ソファ、デスクなどを頂きました。これまでは傷んでいたものを修繕しながら使っていたりしまし

たが、素敵な家具が並んだことで雰囲気が一変しました。また、子ども達と一緒にクリスマスの飾

りつけをして下さり、楽しい時間を共有することもできました。子ども達と頂いたもの長く使って

いけるように大切にしたいと思います。

若山歯科(名古屋市中区)の若山貴司様より、毎年お正月におせち

料理、夏にはうなぎのご寄付を頂きました。子ども、職員一同心よ

り感謝しております。ありがとうございます。

今年も１２月には「猿投山の鬼」さんからポストに金券５００００円

分を頂きました。子ども達のお年玉等で使わせていただきました。

感謝にたえません。
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