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1施設あたりの助成額：29万円
No. 法人名 施設名

1 社会福祉法人 同胞援護婦人連盟 こどものうち八栄寮

2 社会福祉法人 松葉の園 まつば園

3 社会福祉法人 明徳会 今良学舎

4 社会福祉法人 諸岳会 精舎児童学園

5 社会福祉法人 友興会 クリスマス・ヴィレッジ

6 公益財団法人 生⾧の家社会事業団 生⾧の家神の国寮

7 社会福祉法人 光明会杉並学園 杉並学園

8 社会福祉法人 東京サレジオ学園 東京サレジオ学園

9 社会福祉法人 東京育成園 児童養護施設 東京育成園

10 社会福祉法人 共生会 希望の家

11 社会福祉法人 福音寮 福音寮

12 社会福祉法人 扶助者聖母会 星美ホーム

13 社会福祉法人 青少年福祉センター 暁星学園

14 社会福祉法人 愛隣会 児童養護施設 目黒若葉寮

15 社会福祉法人 子供の家 児童養護施設 子供の家

16 社会福祉法人 東京恵明学園 東京恵明学園児童部

17 社会福祉法人 松柏児童園 西台こども館

18 社会福祉法人 聖友ホーム 聖友学園

19 社会福祉法人 エス・オー・エスこどもの村 児童養護施設 エス・オー・エスこどもの村

20 社会福祉法人 共生会 伊豆⾧岡学園

21 社会福祉法人 慈生会 ベトレヘム学園

22 社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠学園

23 社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠大空の家

24 社会福祉法人 共生会 松風荘

25 救世軍社会事業団 救世軍機恵子寮

26 社会福祉法人六踏園 調布学園

27 社会福祉法人六踏園 第二調布学園

28 社会福祉法人 お告げのフランシスコ姉妹会 聖フランシスコ子供寮

29 社会福祉法人 基督教児童福祉会 バット博士記念ホーム

30 社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会 双葉園

31 社会福祉法人 朝陽学園 朝陽学園

32 社会福祉法人 興望館 興望館沓掛学荘

合計助成額 928万円

赤い羽根福祉基金「松本敏夫氏 児童応援基金」助成事業 第1回助成決定一覧（32施設）



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
 ★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 同胞援護婦人連盟 こどものうち八栄寮 

【ホームページ URL】www.doenfujin.jp 

【助成金で行った活動】 

子どもたちがオンライン学習に使用するためのノートパソコンを 6 台購入しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

ご報告が遅くなり申し訳ございません。学校からのオンライン学習について環境等の問い合わせ
があり、パソコンについても購入資金について検討していたところのご案内で大変助かりました。
本当にありがとうございました。 
 
 

 

  



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
 ★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 松葉の園 まつば園 

【ホームページ URL】http://www.matsubano-sono.sakura.ne.jp/ 

【助成金で行った活動】 

タブレットを購入させていただき、子ども達の IT 教育のため、またオンライン授業などに活用
しています。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は、ご寄付をいただきありがとうございます。子ども達は、新型コロナウイルス感染予防
のため活動に制限があり、その中でも楽しみを見つけ、頑張って生活しております。今回の寄付
は、オンライン授業や園内 PC 教室などで使用するために、タブレットを購入させていただきま
した。子どもと一緒に設定から行いました。大切に使用させていただきます。今後ともどうぞよ
ろしくお願いいたします。 

 

 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 明徳会 今良学舎 

【助成金で行った活動】 

ノートパソコンを 2 台購入させていただき、初めてのオンライン学習に取り組んでいます。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は、多大な金額をご寄付いただき誠にありがとうございました。お亡くなられたことを知
り非常に残念に思います。 
私ども今良学舎は平成３０年４月開設の児童養護施設です。 
２歳から１９歳まで３６人が６人のグループに分かれ生活しています。 
昨年来新型コロナの影響を受け、初めてのオンライン学習に取り組み始めています。 
ご寄付しただいた基金を基にノートパソコンを購入させていただき早速活用させていただいて
います。 
最後に松本敏夫様のご冥福をお祈りし、お礼と感謝を申し上げます。 

 
 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 諸岳会 精舎児童学園 

【助成金で行った活動】 

子ども達が学習するタブレット 7 台と Wi-Fi 環境を整備するためにルーター1 台を購入させてい
ただきました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は学園児童へのご支援誠にありがとうございました。 
新型コロナウイルスの影響で学校に通えない時期もあり学習面で不安がありましたが今回の助
成金のご支援のお力があり子ども達にオンラインでの学習や学習アプリを活用させていただき
学習支援できました。今後も学習支援、生活支援をしっかりと行っていきたいと思います。助成
金のご支援誠にありがとうございました。 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 友興会 クリスマス・ヴィレッジ 

【ホームページ URL】http://www.yukokai.or.jp/christmasvillage/ 

【助成金で行った活動】 

Wi－Fi 環境やプロジェクター、スクリーンなどを整備して、子どもたちへ「おしごとリップ」と
いうキャリアセッションやプログラミング講座などを実施しました。 
写真はおしごとリップの活動の様子です。おしごとリップでは様々な業界・業種の仕事を紹介し
て頂き、実際に子どもたちにその仕事の一部を体験してもらうというものです。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

今回助成金を頂きありがとうございます。 
何をするにもオンラインが中心となりつつあるこの状況下で、こうした助成金を頂いて、設備を
整備することができて大変うれしく思っています。 
子どもたちにたくさんの体験、活動を提供できるようにこれからも施設内で努力していきます。 

 

 

 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】公益財団法人 生⾧の家社会事業団 生⾧の家神の国寮 

【ホームページ URL】http://kamino92.or.jp/ 

【助成金で行った活動】 

子どもたちがオンライン学習等に使用するタブレット 8 台の購入費用に充て、オンライン学習の
環境整備を行いました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

児童福祉施設の充実と発展のために、温かいお心遣いを頂き心より感謝申し上げます。生⾧の家
神の国寮の子ども達への助成を頂けましたこと、神の国寮職員一同感謝しております。 
現在、神の国寮子どもたちのオンライン学習環境として、ノート PC をホーム 1 台（全 8 ホーム）
配置しております。しかし、PC の経年に伴う起動の遅さなど問題も多々見られるようになり、子
どもたちからも不満の声は上がっておりました。メンテナンスを繰り返し何とか使用を続けてお
りましたが、この度のコロナ禍の影響により高校等で始まったオンライン授業等では対応が厳し
い面もあり購入せざるをえない状況になっておりました。 
松本敏夫氏 児童応援基金の助成を受けられることにより、各ホームに新しいタブレットを用意
することができ、子どもたちのオンライン環境は格段に向上いたしました。ストレスないオンラ
イン環境が整うことで、子どもにはもちろんのこと、子どもたちをサポートする職員にとっても、
とてもよい影響が出ております。 
この度頂いた助成金を大切に活用し、職員一同力を合わせてまいります。 
ご厚意に対しまして、児童、職員共々心より感謝申し上げます。 

 

 



園⾧室に飾らせて頂いてます 

 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 光明会杉並学園 杉並学園 

【ホームページ URL】http://sugigaku.web.fc2.com/ 

【助成金で行った活動】 

オンライン学習で使用するＰＣ1 台とプリンター購入 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

コロナの影響で子ども達のオンライン授業が小学生から高校生まで拡大しパソコン等の不足が
生じました。今回の助成によりＰＣやインターネット環境の整備ができ子どもたちの学習がより
良いものとなりました。ありがとうございました。 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 東京サレジオ学園 東京サレジオ学園 

【ホームページ URL】https://salesio.or.jp/ 

【助成金で行った活動】 

子どもたちがオンライン授業などに参加できるように、Wi-Fi ルーターと中継機、ヘッドセット、
WEB カメラ購入しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

東京サレジオ学園は 97 名の子どもたちが 10 棟の戸建ての園舎で生活しています。多くが鉄筋
コンクリート造の 2 階建ての園舎のため、既存の環境では自室まで電波が届かず、公共スペース
でオンライン授業を受けなければならない子もおり、困っていました。今回のご寄付のおかげで、
他の子に邪魔されずに授業を受けられる環境が整備出来ました。本当にありがとうございます。
絵画は応接室に展示させていただいております。 
 

 
 
 
 

 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 東京育成園 児童養護施設 東京育成園 

【ホームページ URL】http://www.to-iku.or.jp 

【助成金で行った活動】 

子どもたちが塾のオンライン授業で使用するためのタブレット、画面に張るフィルム、タブレッ
トケース、スタイラスペン、ヘッドセットを購入させていただきました。 
タブレットはグループホーム 4 軒にそれぞれ 1 台ずつ、ケースとスタイラスペンはすでに他から
いただいていたタブレットで使用するためのものと合わせて、9 個ずつ購入しました。ケースは
在庫があまりなく、3 種類を合計 9 個購入しました。また、学習で使用するためのヘッドセット
を 2 個購入しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は当園の子どもたちの学習環境の整備のために多大なご支援をいただきまして、心より感
謝申し上げます。 
当園におきましては主に子どもたちの塾の授業がオンラインでの実施になりましたので、小学校
5 年生から高校生までの子どもたちがこれらを活用して授業を受けることができています。おか
げさまでこのような社会状況の中でも、子どもたちの学習機会が失われることなく過ごせている
ことを大変ありがたく感じています。 
また、いただいた絵の方もとても温かみのある穏やかな雰囲気の素晴らしい作品で、さっそく園
内に飾らせていただきました。 
今回のご支援に改めまして感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 共生会 希望の家 

【ホームページ URL】https://www.kyousei-kai.com/kibou/index.html 

【助成金で行った活動】 

・オンライン学習のための端末と Wifi 整備 
・オンライン児童集会用周辺機器の購入費用 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度はご支援いただきありがとうございました。 
コロナウイルスの影響により、学校はオンラインとなったり、行事なども中止とせざるを得ませ
んでした。今回のご支援のおかげで、オンライン学習に対応できたり、オンラインでの行事実施
等ができました。オンラインではありますが、離れて生活をしている入所児童同士も顔を合わせ
ることができ、子どもたちも喜んでおりました。 
ご支援に心より感謝申し上げます。 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 福音寮 福音寮 

【ホームページ URL】https://www.fukuinryo.or.jp/ 

【助成金で行った活動】 

子ども達のオンライン授業などのパソコンを使用しての学習環境向上のため、パソコン 2 台購入 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

ご寄附の機会を賜りありがとうございました。おかけさまで、子ども達の IT 環境を向上させる
ためパソコンを購入することができました。ご厚意を糧に、今後一層の養育の努力をしてまいる
所存です。 
 
 
 

 

  



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 扶助者聖母会 星美ホーム 

【ホームページ URL】https://www.seibi-home.jp/ 

【助成金で行った活動】 

オンライン学習などのために、タブレット４台と Wi-Fi ルーター1 台を購入させていただきまし
た。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は、子ども達のためにご寄付いただき、本当にありがとうございました。 
コロナウイルスにより、今までに経験したことのない生活を余儀なくされてきましたが、オンラ
イン授業や塾、家庭学習のためにタブレットなどを購入させていただきました。子どもたちは、
タブレットを嬉しそうに手に取り、学習も含めて新しいことに挑戦しています。 
施設の子どもたちのことを考え、このような支援をしていただくことは、子ども達の支えとなり、
応援してくれている人がたくさんいるということを実感でき、励みになると信じています。 
本当にありがとうございました。 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 青少年福祉センター 暁星学園 

【ホームページ URL】http://wfc.or.jp/ 

【助成金で行った活動】 

児童のオンライン学習および職員の研修のため、映像機器・音響設備・必要なケーブル・デジタ
ルカメラを購入し、児童の園内映画行事・職員のオンライン会議に活用いたします。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

先にご寄附頂いておりました絵画は玄関入ってすぐのところに飾らせていただきました。助成金
は映像・音響機器に活用させていただきました。 
外出自粛の中で、新しい生活様式となりました。児童には園内映画会を行ったり、職員にはオン
ライン会議をしたり研修の際にも活用する機会が増えております。 
故松本敏夫様に感謝申し上げるとともに、代理人様にも心よりお礼申し上げます。 
本当にありがとうございました。これから、大切に使わせていただきます。 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 愛隣会 児童養護施設 目黒若葉寮 

【ホームページ URL】https://www.megurowakabaryo.com/ 

【助成金で行った活動】 

子どもたちがリモートで学習やレクリエーションを行えるように本園のファイルサーバーと
WiFi ルーターを買い替えた。これにより、親子面会や学習ボランティア、また、クリスマス会な
ども感染の心配がない中で行えるようになった。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は多大なるご支援を賜り誠にありがとうございました。 
コロナ禍において子どもたちには多くのことを我慢してもらう１年でしたが、おかげさまで親子
面会や学習ボランティアの継続など多くのつながりを確保するに至りました。 
特に面会などでは通信状態が不安定な中では逆効果になることも予想され慎重になっていまし
たが、機器の買い替えが行われたことで非常にスムーズに導入することができました。 
施設規模の設備投資が必要な事態になると、一般家庭に比べるとどうしても社会の変化に対応す
ることが難しいところを、今回のお申し出により迅速に対応できたこと、重ねて御礼申し上げま
す。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 子供の家 児童養護施設子供の家 

【ホームページ URL】http://www.kiyose-kodomonoie.com/ 

【助成金で行った活動】 

子どもたちがオンライン学習や調べ物に利用するノート PC3 台を購入したほか、スマホ・ネット
利用に関する子ども向けの講習を外部講師に依頼して実施しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度はご寄付をいただき、ありがとうございました。 
コロナ禍における学校生活や人との関わりの変化で、子どもたち、職員も見えないストレスを抱
えているように感じますが、この状況だからこそのメリットや工夫できることを見つけながら対
応していきたいと思います。 
ご寄付により施設でのオンライン環境を整えることができ感謝しております。今後もより良く活
用できるよう努めてまいります。 

 

（左 キーボード練習／右 ネットセミナー）



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 東京恵明学園 東京恵明学園児童部 

【ホームページ URL】https://www.t-keimei.or.jp/ 

【助成金で行った活動】 

子どもたちがオンライン学習に使用するためのノートパソコン 2 台を購入し、子どもたちのオン
ライン学習環境を整えました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

コロナ禍で、学校が休校になったり、子どもたちの外遊びにも制限をしている状況が続いていま
す。その中で、オンライン授業があったり、高校生は zoom での自立支援講座を受けたりしてい
ます。また小中学生はタイピング練習やインターネットで情報収集など行い、パソコンに触れる
機会が増えました。 
今回、助成していただき、子どもたちに対して学習環境がさらに整ったことで、子どもたちも職
員もとても喜んでおります。子どもたちに対して、インターネット教育もしながら正しく使用し
ていきたいと思っております。 
松本様、このたびは誠にありがとうございました。 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 松柏児童園 西台こども館 

【ホームページ URL】https://shouhaku.jp/ 

【助成金で行った活動】 

児童がネットで調べ物等をするためのタブレットを購入した。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

ネットの利用が当たり前になっているこの時期にとてもありたいです。コロナ禍の中、子どもた
ちの調べ物や余暇活動等にも利用できたらと思います。ありがとうございます。 

 
 

 

  



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 聖友ホーム 聖友学園 

【ホームページ URL】https://www.seiyuhomu.or.jp/ 

【助成金で行った活動】 

子どもたちが使うタブレットを各ホームに 1 台ずつ導入。さらにパソコンを購入する代金にあて
させていただきました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は本当にありがとうございました。 
このような助成金をいただいて、初めて子どもたちにタブレットを導入することができました。 
コロナ禍のため、卒園式をリモートで各ホームに配信した際にもいただいたタブレットをフル活
用させていただきました。 
その他にもレシピを子どもたちと検索したり、折り紙の複雑な折り方をタブレットで検索しなが
ら余暇時間を使うなど、有効に使わせていただいております。 

 
 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

 

【施設名】社会福祉法人 エス・オー・エスこどもの村 児童養護施設エス・オー・エスこどもの村 

【ホームページ URL】http://sos-kodomo.jp/ 

【助成金で行った活動】 

子どもたちがオンライン学習に使用するためのタブレットを購入しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

コロナ禍において教育現場が変わりオンライン授業の導入が始まる中、いち早くこども全員分の
タブレットを購入することができました。子どもたちの勉強に対する環境を整えるための御支援
に心より感謝申し上げます。 
 
 

 

  



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成対設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 共生会 伊豆⾧岡学園 

【ホームページ URL】https://www.kyousei-kai.com/izunagaoka/index.html 

【助成金で行った活動】 

当施設では、助成金を活用してＷｉｎｄｏｗｓタブレット端末を７台購入致しました。入所児童
が生活するユニット６箇所（本体施設）および小規模地域型児童養護施設１箇所（グループホー
ム）にそれぞれ１台ずつ使用できる環境を整えることが出来ました。当施設では、児童のための
インターネット環境が整っておらず、今回の助成金により児童専用のデバイスを用意出来たこと
で、児童の学習環境の向上や様々なコンテンツを利用した教養娯楽の向上に役立てることが出来
ます。また新型コロナウィルス流行に伴う生活環境の変化に対応すべく、リモートコミュニケー
ションにも積極的な活用を促したいと考えております。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度の助成金は、入所児童の生活向上に大きな意味を持つものであり、ご支援頂きました関係
者の皆様に、深く感謝の意を申し上げます。 
 
 

 

  



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 慈生会 ベトレヘム学園 

【ホームページ URL】http://bethlehem.jp/ 

【助成金で行った活動】 

子どもたちがオンライン会議（子ども自治会など）でパソコン 2 台とヘッドセットを使用して実
施きるようにしました。心理の学習でタブレットを使用しており、そのための学習アプリを購入
し、その際に使用できるアップルペンシルもあわせて購入し使用しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は子どもたちのために、ご寄付をいただきまして大変ありがとうございました。実際オン
ラインで会議をしてみた時の子どもたちの反応は嬉しそうであり終始興奮していました。なかな
か子どもたちが、みんなで集まって何かをするという機会が減っているなかで、このようにオン
ラインで集まって話し合いをする機会を提供できたことは、とても良かったと思っております。 
また、学習面でもタブレットの利用も始めている中、学習アプリの充実ができたことや、ペンシ
ルを使っての学習の幅が広がったことが効果としてありました。 
今後も活用しながら子どもたちの支援に役立てたらと思っております。 
ありがとうございました。 

 

 

 

（子ども自治会） 

（学習の様子） 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠学園 

【ホームページ URL】https://shiseigakuen.org/ 

【助成金で行った活動】 

子どもたちがオンライン学習に使用するためのクロームブックＰＣ４台とウェブカメラ９台、ス
ピーカーフォン１台を購入し、オンライン学習環境を整備しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は子どもたちがオンライン学習をするために、多大なるご配慮をいただきありがとうござ
いました。年度当初には予想できなかったオンライン学習は、当園の子どもたちが通う小中学校
にも及びましたが、子どもたちに貸与されない学校もある中で購入することができ大変感謝して
おります。もし、今後も同じような機会がございましたらぜひお世話になりたく宜しくお願いい
たします。



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

 

【施設名】社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠大空の家 

【ホームページ URL】https://shiseigakuen.org 

【助成金で行った活動】 

子ども達が学習用途で使用できるノートパソコンを 4 台と、あわせてオフィスソフトを 4 台分購
入させていただきました。またこれまで子ども達が使用しているノートパソコンで不具合のあっ
た AC アダプタを購入させてもらい、学習環境を整備しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

新型コロナウィルスの影響により、急きょ子ども達のオンライン学習への対応が必要となった為、
ご寄付によりパソコンを整備させていただけたことで、子ども達に不自由ない学習環境を用意す
ることができました。子ども達が新しいパソコンを前に、嬉しそうに学習に取り組む姿が印象的
でした。 
今後オンラインの活用がますます増えることも想定される中、この機会に更なる活用を目指し、
環境の整備を進めていきたいと考えています。 
このようなご支援をいただきましたことに心よりお礼申し上げます。 
 

 
 

  



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 共生会 松風荘 

【ホームページ URL】https://www.kyousei-kai.com/matsukaze/index.html 

【助成金で行った活動】 

子どもたちに自粛期間などにより登校できずにオンラインでの授業等に対応できるよう、デスク
トップパソコンに買い替えさせていただき、WIFI の整備をしました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度はこのような助成をいただきまして誠にありがとうございます。普段からパソコンに触れ
る機会が多い児童たちにとって、この助成によりパソコンや WIFI が導入できたことは思った以
上に喜んでいました。 
コロナ禍のなかで教育設備を整えられたことは職員としても子どもたちの将来のためにも一層
の努力をしていきたいと考えています。 
松本敏夫様のご遺志を職員一同感じながら、この助成により整ったものを大事に活用していきた
いと思っています。 

 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】救世軍社会事業団 救世軍機恵子寮 

【助成金で行った活動】 

今後予定されている施設内のｗｉｆｉ設備の整備に先立ち、各ホームにて子どもたちが使用する
ためのタブレットを購入しました。 
小学生には学校からタブレットＰＣが貸与されていますが、学習用途に限定されているため、今
回助成をいただけたことで、多用途で使用できる端末を整備することができました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度の助成につきまして厚く御礼申し上げます。 
各家庭でも一人１台端末を持つ時代になりつつあります。児童養護施設で暮らす子どもたちが、
地域の家庭で暮らす子どもたちと比較して遜色のない暮らしを保障するためには、まだまだ十分
でないところがたくさんあります。そして突然訪れたコロナ禍での暮らし。人並みの不自由さと、
人並み以上の不自由さをもっている子どもたちにとって、とても有益な環境を整えることができ
ました。 

 

プログラミングを教わるこどもたち 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人六踏園 調布学園・第二調布学園 

【ホームページ URL】https://chofugakuen.com/ 

【助成金で行った活動】 

子供たちがオンライン学習に使用するためのサーフェス 3 台を購入し、オンライン学習環境を整
備しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

このたびは心暖まるご厚情を賜り誠に有り難うございました。 
松本様の社会福祉事業に対する深いご理解とご援助のおかげをもちまして、児童・職員一同、元
気に過ごさせていただいております。 
ご厚志は、子ども達のオンライン学習のために有意義に使わせていただきます。 
これを機といたしまして、職員一同ますます、児童福祉の向上に精進いたす所存でございますの
で、今後とも御指導下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 お告げのフランシスコ姉妹会 聖フランシスコ子供寮 

【ホームページ URL】otsuge-francisco.org 

【助成金で行った活動】 

こどもたちが集まってオンライン教室を受講するための大型スクリーンとプロジェクターを設
置し、学習環境をこどもたちへのオンラインによる大画面での集合学習が可能となる大型スクリ
ーンとプロジェクターを設置し学習環境を整備した。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

お正月にはこどもたちと大画面で映画鑑賞をすることができました。また、2 月に入って、小学
生のこどもたちがオンラインでプログラミングの勉強をすることができました。ありがとうござ
います。 

 

 

 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 基督教児童福祉会 バット博士記念ホーム 

【ホームページ URL】http://www.bott-home.org/ 

【助成金で行った活動】 

子どもたちがオンライン学習に使用するためのタブレットパソコン１台とパソコン 1 台、自宅で
の学習に使用するための DVD プレーヤー1 台を購入し、子どもの学習環境を整備しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度はホームの子どもたちのオンライン学習環境向上のためにご寄付をいただきありがとう
ございました。パソコン等の費用として活用させていただきました。特に高齢児には必須のもの
で、今回のご寄付によって賄うことが出来て感謝しています。ありがとうございました。 

 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会 双葉園 

【助成金で行った活動】 

現状、主に高校生が ZOOM 等によるオンライン授業を行っているため、女子、男子ユニットの
Wi-Fi 環境を拡充しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

コロナ禍で子どもたちは学校行事だけでなく、施設行事や外出、親御さんとの交流等、たくさん
の制限の中でも不満を言わず頑張っています。この度はありがとうございました。活用していき
たいと思います。 

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 朝陽学園 朝陽学園 

【ホームページ URL】https://www.choyogakuen.com/ 

【助成金で行った活動】 

タブレット 2 台を購入し、学習用アプリを活用したり、インターネットから情報検索をしたりし
ています。 
また、プロジェクターとスクリーンを購入し、パソコンからの映像を投射し、映像を楽しんだり、
学習アプリで学習を共有しながら取り組んでいます。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は、沢山のご寄付 誠に有難うございます。 
コロナ禍において、学校にも満足に行けず、また抑制された生活の中、子ども達にとって明るい
話題となり、とても楽しんで活用させていただいております。 
松本様より頂戴した温かいお気持ちを、子ども達にしっかり伝えていければと思っております。
職員一同、心より御礼申し上げます。                         

 



 
赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★助成施設からの報告★ 

  

【施設名】社会福祉法人 興望館 興望館沓掛学荘 

【ホームページ URL】http://www.kobokan.jp/ 

【助成金で行った活動】 

子どもたちがオンライン学習で使用するためにタブレット 5 台、キーボード 5 台、変換ケーブル
1 個を購入し、オンライン環境を整備しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は、沓掛学荘の子どもたちにご寄付いただき、心より感謝申し上げます。 
松本敏夫様からいただいた温かなご支援により、子どもたちへオンライン環境を提供することが
できました。子どもたちも届いたばかりのタブレットを使ってさっそく調べ学習を行っておりま
す。一例としましては、美術の課題に取り組む際、どうやったら雲がうまく描けるんだろう、と
考えた子どもが、【雲の描き方】と調べて真似をしながら描いておりました。その姿を見て、タブ
レットを導入できてよかった、と感じられました。 
あらためまして、このような機会をいただけた松本敏夫様に感謝を申し上げます。本当にありが
とうございました。

 


