
  

2021 年 

初春号 

第 35 号 

 



1 独立第 35号 

 

新年を迎えて 

ホーム長 恒松大輔  

新年あけましておめでとうございます。 

毎年年末になると今年の漢字が発表されます。 

昨年は「密」という漢字でした。あすなろ荘の昨年

の漢字は「縁」だったと思います。 

昨年は世の中もあすなろ荘も激動の１年でした。

２名のスタッフが昨年度末で退職したものの、４月

にスタッフが揃わず、最低限の人数で宿直を回さな

ければいけない状況になっていました。そんな中、

隣の児童養護施設の職員や、宿直ボランティアの

方々が交代で宿直勤務を手伝ってくれました。 

そこで、児童養護施設の状況、自立援助ホームの状

況、同じ１０代後半の青年たちが社会的養護の下で

生活しているのにも関わらず、様々な格差があるこ

とを実感することができ、今後に繋がっていくよう

な効果がありました。 

世界中の生活のあり方を一変させた新型コロナウ

ィルスもまた、あすなろ荘に大きな衝撃を走らせて

いました。３月の緊急事態宣言を受けて、寮生達は

全員仕事がなくなりました。収入が途絶えた中で、

行政や民間がいろいろな手立てをしていただいたこ

とで、何とか生活に困らないようにすることはでき

ました。寮生達もまた、あまり悲観的になることは

なく、ホールで動画を見ながら体を動かしていたり

していました。 
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また専門学校に通っていた寮生はオンライン授業に

真剣に取り組んでいました。その彼らの表情にスタ

ッフもどれだけ勇気づけられたことでしょうか。 

色々な危機に直面しつつも、それを乗り越えられ

たのはやはり人の「縁」なのだと思います。コロナ

で仕事が無いのではと、ご自身のお店のお手伝いを

しませんかと声を掛けてくださった方、収入が途絶

えた中で携帯代などの生活を費用していただいた企

業様、こういう事で困っていると伝えると直ぐに対

応してくれた厚労省や東京都、元気に頑張れといろ

いろな食べ物や寄付金もいただきました。 

以前もここで書いたかと思いますが、あすなろ荘

での若者たちの支援はあすなろ荘のスタッフだけで

は到底できません。 

ある方は「まずは『自助』そして『共助』それか

ら『公助』だ」と述べていましたが、自助も共助も

公助もそれぞれが補完し合って初めて支援は成り立

つのだと思います。 

本年も人の縁を大切に青年たちの支援をしていき

たいと考えております。どうぞよろしくお願いいた

します。 
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【Ａさん ２０歳】 

 

専門学校１年生のAさんは学校とアルバイトを両

立させています。朝 6：30 に起床し朝食を食べて

7：30 登校。夕方頃帰宅します。コロナの影響で 

オンライン授業の曜日もあります。 

学校では積極的に様々な取り組みを行ない、職員

へ学校での出来事を楽しそうに話してくれます。 

また、週に２回ほどスーパーでアルバイトを頑張

っています。アルバイトのお給料は計画的に使う A

さんですが、お給料日の度にあすなろへさまざまな

物を買って来てくれます。例えば、寮生と職員とボ

ランティアスタッフさん全員分のハーゲンダッツア

イスクリーム！シャワーヘッド！スイカ！等々あす

なろ荘の為に貴重なお給料を…。有難いことです。

ありがとネ(*´ー｀*)ゞ 

充実した学校生活を送り、アルバイトも頑張って

いる A さん。 

ご支援頂いている皆様と一緒に見守り、応援して

いきたいと思います！ 

 寮生近況報告 
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【Ｂさん １６歳】 

 

今年入所した B さん。入所して半年も経っていま

せんが、すぐに販売のお仕事が決まり、毎日 

9：00～18：00 休まずに働いています！ 

パッと見た感じは今風の若者ですが、真面目な話

になると、10 代とは思えない大人な考えを持って

います。特に仕事に対しての価値観はストイックで、

とても向上心が高いです。 

そして料理上手！ビーフシチューを作ってくれた

ことがあり、味は絶品！他の寮生も「おいしい！」

と言いながら頬張っていました。またおいしいご飯

作ってほしいな～（笑） 

ちょっと頑張り過ぎてしまう B さんですが、体に

は気をつけながら働いてほしいなと思います（＾-＾） 

ご支援頂いている皆様と一緒に見守り、応援して

いきたいと思います！ 

 

 

 

 寮生近況報告 
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今回は入所したばかりの B さんにインタビューを

行ないました。インタビュアーは佐藤、（場合によ

って）同時通訳は吉川がお送り致します v( ´∀｀ )v 

 

あすなろに来たいと思ったきっかけってなに？ 

入所条件が良かったから 

 （ルールが厳しすぎず、自由なところが魅力的） 

実際あすなろに来てみてどう？ 

とても楽しいです♡ 

どういうところが楽しい？ 

 ご飯が毎日たべられるから♡（← ( ；́ω；` )ｳｯ・・） 

自分の長所は？ 

「明るくて元気なところ ﾟ+｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡+」゚  

短所は？ 

「さわがしいところ」 

 

 

寮生インタビュー 
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アルバイトはどうですか？ 

「楽しいです♡ゲイの友達ができて、中国人の方

とおしゃべりできるようになって楽しいです。」 

（職場では、今まで欲しかったゲイの方とお友達

になったり、中国人の方とも友達になったり、中

国語を教えてもらってとても楽しいです） 

アルバイトでは、どんな仕事をしていますか？ 

 「ドンキでレジピッピしてます♡」 

 （「ドン・キホーテ」というスーパーでレジ打ちを

しています） 

アルバイト代は何に使いたいですか？ 

 「美容整形と美容と洋服を買いたいです！」 

欲しいものはなんですか 

「美容品、メイク道具！」 

行きたいところはありますか？ 

 「箱根に行きたい。温泉が好き。彼氏と行きたい♡」 

 （温泉が好きなので、彼氏ができたら一緒に 

温泉へ行きたいです♡） 

今欲しいものはありますか？ 

 「お金持ちの彼氏！笑」 

好きな動物はなんですか？ 

 「全部大好き！！」 

  一般的に飼われているペットも好きですが、 

地球上のありとあらゆる生き物が大好きです！ 

（まさかの地球規模）  
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将来住みたい場所はありますか。 

 「港区か横浜。セレブな場所！」 

今一番楽しい事は？ 

 「バイクに乗るとき！」 

（免許が無いので、友達のバイクに乗せてもらうの

が楽しいです） 

バイクでどこ行きたい？ 

 「スマホで【バイク ドライブ】って検索して 

テキトーに！」（東京タワーへ行くそうです） 

大切にしているものとかある？ 

「ぬいぐるみのミケくん！」 

（彼氏という名目の、でっかい猫のぬいぐるみ） 

休みの日はなにしてるの？ 

「友達と遊んでいます」 

なにして遊んでるの？ 

「音楽流してドライブ！」 

（免許はないので助手席専門です） 

何の音楽がすき？ 

「ヒップホップ、アリアナグランデが好き」 

今困っていることはある？ 

「お金がないから欲しいです♡」 

あすなろに要望とかありますか？ 

「なし♡」 

 

 

 

（アリアナグランデ） 
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お金の大切さを実感するインタビューでした          

インタビュー中は終始ニコニコと楽しそうに、素敵

な言い回しで答えてくれました！職員が事前に「イ

ンタビュー受けてくれたらタピオカおごってあげる

から！！」と伝えていたからでしょうか（笑） 

 

 

 

 

 

【藤原由美】 

昨年はコロナ禍で考えることが多い一年でした。あすな

ろを巣立った退居者からも様々な相談があり、一施設とし

てできることに限界があるなと感じておりましたが、皆様

より迅速なご支援を頂き、寮生や退居者に支援を届けるこ

とが出来ました。心より感謝申し上げます。本年もどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

【佐藤直子】 

昨年の５月からあすなろ荘の職員になり、今は仕事にも慣

れて、毎日元気に頑張って働いております。今年も、寮生た

ちが社会への自立していけるよう、努めていきたいと思い

ます。皆様の、ご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

本年も、どうぞよろしくお願い致します。 

 

スタッフ一言 
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【岩見咲季】 

昨年 7 月からあすなろ荘の職員となり、寮生達と楽しく、

時には驚きや困惑もありながらも、頑張って働いておりま

す。今年も寮生達の話をたくさん聞き、自立へのお手伝いが

できればと思います。本年もよろしくお願い致します。 

 

 

【吉川大地】 

去年の 8 月に入社し、4 か月が経ちました。寮生は様々な家

庭の事情を抱えながらあすなろ荘へ入り、様々なきっかけ

で退寮していきます。「あすなろ荘へ来て良かった」「ああい

う大人もいるんだ」「人って捨てたものじゃないな」と思っ

てもらえるように、寮生と向き合っていきます。また、新型

コロナウィルスによる影響で大変な状況ではございますが、

この状況が一日でも早く終息へ向かいますことと、皆様の

ご健康をお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 最近のあすなろ荘 

木々に埋もれています（笑） 
 

＜おしらせ＞ 

ハートネット TV に当法人の児

童養護施設が出ます。 

是非ご覧ください！ 

放送日：1/12（火）20:00～ 

NHK E テレにて 
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ご支援ありがとうございます 

（2020.4.1～2020.９.3０） 

【寄付金（順不同）】 

神谷金吾様、柏倉幸子様、田中眞津子様、 

清瀬市保護司会様、清瀬市更生保護女性会様、 

木股實様、村木栄一様、鈴木千幸様、 

工藤一政様、長谷川哲夫様、角尾和子様、 

山崎義尚様、小笠原秀明様、黄田立文様、 

木村まち子様、一ノ瀬裕子様、清水敬子様、 

大野紀代様、小松原公一様、大竹澄男様、 

橘恭子様、芦原弥様、春日明子様、五島三太様、

岩崎由美子様、岡村美保子様 

 

【寄贈品（順不同）】 

工藤ルリ子様（食品）、 

セカンドハーベストジャパン様（食品）、 

ライツオンチルドレン様（パソコン）、 

真如苑様（マスク）、東京都蒟蒻協同組合様（食

品）、山﨑直子様（テーブル）、 

植松麗良様（衣類他）、 

合同会社 rakusou 様（食品）、 

ムーヴアクション株式会社様（マスク）、 

エレクトロラックスジャパン株式会社様（掃除機）、

佐久和子様（食品）、中島賀子様（衣類）、 

大竹澄男様（食品） 

 

個人情報のため省略させていただきます 

個人情報のため省略させていただきます 
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あすなろギャラリー 
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自立援助ホームあすなろ荘 
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お寿司イベント。コロナ禍のため遠出はできませんでしたが、

ソーシャルディスタンスに十分配慮しながら近場のお寿司屋

さんへ行きました。 

寮生が「明日友達と遊ぶから、晴れ

るようにてるてる坊主作る！」と 

作った力作です！ 


