
2021 年 初夏号 第 36 号 

  2021 独立～ひとりだち～  

 

                        



1 独立第 36 号 

 

                       ホーム長 恒松大輔 

 

昨年度は世の中もあすなろ荘もこれまでに経験したことのない、

大変な一年となりました。あすなろ荘で見るとスタッフの入退職が

あり、4 月からの数カ月は法人内の別の事業所である児童養護施設

子供の家やアフターケア相談所ゆずりはの職員にお手伝いをして

いただきながら運営をしてまいりました。この予定外の人事交流は

結果としてお互いの事業所について深く知ることもでき、支援のあ

り方などをまた法人全体で考えられるきっかけともなりました。そ

して世間を騒がせた新型コロナウイルスの影響はあすなろ荘でも

まともに受けてしまいました。幸い、現在までの間寮生・職員を含

めて感染者は出ておりませんが、昨年 3 月の緊急事態宣言以降すべ

ての寮生達の仕事がなくなりました。収入が途絶えた中で不安もあ

ったかと思いますが、寮生達はそれぞれ工夫しながら楽しく生活を

し、なぜか HANDCRAP（ハンズクラップ）という体を動かす動画を

毎日やるというルーティンが産まれました。何度か一緒にやりまし

たが、とにかくキツイ運動を話しながらやっている寮生達にもう私

にはない若さを感じました…。途絶えてしまった収入は公費での補

助が受けられることができ、携帯代なので生活費については UBS 証

券様をはじめとする企業様等のご支援によって何とかしのぐこと

ができました。改めて皆様のご支援に心より感謝申し上げます。一

回目の宣言も解除され、寮生達もなんとか仕事を始めることができ、

少しずつ元生活に戻りつつある状況の中で、今度は退居者の方が大

変なことに。普段合っている退居者たちとも会えない中で、食料品
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とクオカードを連絡の取れる一人暮らしの退居者に送ったところ、

お礼の連絡と共に大変な状況であるという報告を何人も受けまし

た。ある退居者はコロナで仕事をクビになった、ある退居者休業補

償が出なくて家賃が払えない…。コロナ感染防止でなかなか外に行

くこともできない中で、自立支援担当職員を中心に様々な制度・団

体の助成金などを使って、支援を行ってきました。 

あいさつ文を書きながらいつも感じることは、あすなろ荘だけでは

何もできないということ、特に昨年度のように世の中全てが大変な

状況で、1 人 1 人もそんなに余裕もない中でもあすなろ荘の寮生や

退居者を思い、支援をしてくださっている。人とのつながりのあり

がたさをいつもより増して感じた一年でもありました。 

私たちの支援は一人ひとりの青年たちの応援団を作る事。青年たち

にもいろいろな方に支えられていることを伝えていくとともに、私

達も応援団に支えられていることを感謝しながら今年度もスタッ

フ一同頑張っていきたいと思います。 

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

  



3 独立第 36 号 

 

 

        寮生近況報告 

 【M くん 17 歳】          

防水加工の仕事をしている M くん。毎日、早朝から夕方まで頑張

って仕事に行っています。 

休日は、友達と遊びに出かけて、毎日忙しそうに過ごしていま

す。 

 

           【M さん 21 歳】   

専門学校 2 年生の M さん。アルバイトと学校と、毎日頑張ってい

ます。 

将来は、ゲーム作りの仕事に就きたいとのことで、学校の課題な

ど、忙しそうですが頑張って取り組んでいます。コーヒー好きな

M さん、豆を挽いて本格的にコーヒーを淹れています。休日は、

コーヒーを飲みながらゆっくりと過ごしています。 
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寮生インタビュー 

                        

 

今回は、M くんにインタビューをお願いしました！ 

 

あすなろに来ると決めた理由は？ 

➡ なんとなく 

あすなろに来てみてどうですか？ 

➡ 普通 

あすなろに来て、楽しいことはありますか？ 

➡ 特にない   

長所は？ 

 ➡ 「明るい性格」 

短所は？ 

➡ 「すぐにキレるところ」 

どんな仕事をしていますか？          

 ➡ 防水工事の仕事 

仕事はどうですか？ 

➡ 楽しい 

給料は何に使いたいですか？ 

➡ 友達と遊ぶお金。一人暮らしをするためにお金を貯める 

今、欲しいものはありますか？ 

➡ 遊ぶお金。バイクと車 
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行きたいところはありますか？ 

➡ 地方 

好きな動物はいますか？ 

➡ 猫、犬が好き。家では猫を飼っていて、可愛がっていた 

将来住みたい場所はありますか？ 

➡ 特にない 

今一番楽しいことは？ 

➡ 友達と遊ぶこと 

大切にしているものはありますか？ 

➡ 友達                    

休みの日は何をしていますか？ 

➡ 友達と遊んでいる 

何をして遊んでいますか？  

➡ バイクに乗ったりして遊んでいる 

好きな音楽はありますか？ 

➡ 洋楽、ヒップホップ、ラップ 

今、困っていることは何ですか？ 

➡ お金がない事 

あすなろに何か要望とかありますか？ 

➡ 特にない 

 

何でそんなことを聞くんだ！！ 

面倒くさい！！と言いながら、インタビューに答えてくれた M く 

んでした！！  
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           スタッフ一言 

 

 

【藤原由美】 

自立支援担当職員の藤原です。就労支援とアフターケアの業務を主に担当し 

ております。昨年度より、コロナの影響で県をまたぐ定期的な訪問を取りやめ 

たり、都内でも必要に応じての対応となり、対面での支援が減っていました。 

LINE や電話での相談は頻繁にありますが、やはり会ってゆっくり話したいと 

いう退寮者も多いです。時折直接会って顔を見て話す機会があると、わかるこ 

と伝わることがたくさんあるなと感じます。このような状況が早く終息に向か 

い、会ってゆっくり話せるようになることを願っています。 

 

 

 

 

【佐藤直子】 

あすなろ荘で働き始めて、早いもので 1 年が経ちました。この 1 年の間に、社 

会へと自立していった寮生もおり、仕事のことや近況など頑張っている話を聞 

くと、とても嬉しく思います。これからも、寮生たちが社会へと自立していけ 

るようにサポートしていけたらと思います。皆様からの温かい、ご支援心より 

感謝申し上げます。今後とも、どうぞよろしくお願い致します。 
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【岩見咲季】   

あすなろ荘で働き、1 年が経とうとしています。楽しかったこと、

嬉しかったこと時には、悲しいこと、辛いことなどもあり、あっと

いう間でした。この 1 年で学んだことを活かし、2 年目も明るく楽

しく頑張っていきたいと思います。 

 

 

  

 

 

【吉川大地】 

あすなろ荘で働き始めてもうすぐ 1 年が経ちます。たった 1 年間で

も新たな出会いと別れを経験しました。短い付き合いだったとして

も「自分にできる事はなんだろう」と考え続け、寮生を見守ってい

きたいと思います。 
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ご支援ありがとうございました 

（2020.10.1～2021.3.31） 

 

【寄付金（順不同）】 

 関戸和子様、加藤陽子様、矢田永子様、高倉洋子様、 

大橋めぐみ様、緒方ふみえ様、高橋かずみ様、濱中克比古様、 

荒木こずえ様、中村清彦様、柳瀬千代子様、小田篤美様、 

坂井佳子様、熊倉三枝様、松尾康憲様、恒松龍兵様、 

伊部恭子様、片山早苗様、中野真理子様、弘田幸子様、 

河野厚志様、中根広子様、宮澤美芽子様、匿名様 

 

【寄贈品（順不同）】 

 坂井摂子様（お米）、若草プロジェクト様（洋服・日用品）、 

 工藤ルリ子様（お米、食品）、牧田真理子様（食品）、 

大竹澄男様（カレンダー）、関野哲子様（食品）、 

フィリップモリスジャパン株式会社様（クリスマスケーキ）、 

久山明子（書籍）、中島賀子様（衣類）、熊倉三枝様（衣料）、 

平野浩子様（バレンタインチョコレート）、 

佐川急便様（即席麺）、㈱XY 様（衣類） 

 

【その他】 

ユアビッグファミリー様（コロナ禍で休業していた寮生に臨 

時でアルバイトをさせていただきました） 

個人情報のため省略いたします 

個人情報のため省略いたします 

個人情報のため省略いたします 
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ある日のあすなろ荘 

 

あすなろ荘には隣の子供の家と共同で使用している倉庫が建物

の向かいにあります。その倉庫と歩道の壁の間に３本の梅の木があ

りました。春にはとてもきれいな花を咲かせ、梅雨前になると大き

な実を実らせ、それを収穫して梅酒や梅シロップを毎年作っており

ました。しかし、電線工事をしていた業者がその梅の木に何かの薬

品を誤ってかけてしまったことが原因で３本の梅の木のうち１本

は枯れ、残った二本もかろうじて咲いているという感じでした。そ

れでも少しずつ花も増え、梅の実も立派なものが育つようになった

ので、今年何年かぶりに梅の実を収穫いたしました。収穫時期が少

し遅くなったことで、取れた梅の実は少なかったのですが、その梅

を使って、寮生とともに梅シロップを作りました。 

今氷砂糖が溶けて、いよいよ梅のエキスが混ざり始めるところ、

梅雨が明け、暑い夏がやってくる頃にはおいしい梅シロップができ

ることを楽しみにしています！ 

５/28  

寮生と一緒に、梅シロッブ作り 
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≪編集後記≫ 

昨年来猛威を振るっている新型コロナウイルスですが、 

ワクチン接種も始まり、今後どのようになっているのか 

まだまだ分からない状況が続いています。そんな中、昨 

年は一人暮らしをしている卒園生たちに食品などを送っ 

てあげました。このことをきっかけに普段連絡が取れな 

い卒園生と話すことができたり、実は困っていることがわかり、

支援にのりだしたりすることもできました。 

今年も昨年同様支援団体の助成金を活用して、この取り組みをい

たします。この独立も多くの食品と一緒に卒園生には届けられて

おります。 

 本当は直接会って話ができれば一番ですが、それはもう少しの

我慢…。それまでは、色々 

な形で見守っていけたら 

いいなと考えております。 
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