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No. 法人名 施設名

1 社会福祉法人羽生福祉会 児童養護施設ふれんど

2 社会福祉法人 愛の泉 児童養護施設 愛泉寮

3 社会福祉法人三愛学園 児童養護施設さんあい

4 社会福祉法人武蔵野会 武蔵野児童学園

5 社会福祉法人あゆみ会 児童養護施設あゆみ学園

6 社会福祉法人 報徳至誠会 児童養護施設 桑梓

7 社会福法人 福田会 広尾フレンズ

8 社会福祉法人 子供の町 児童養護施設子供の町

9 社会福祉法人子供の町 児童養護施設エンジェルホーム

10 社会福祉法人 同仁学院 あいの実

11 社会福祉法人 とちの実会 児童養護施設 江南

12 社会福祉法人 ホザナ園 児童養護施設 ホザナ園

13 社会福祉法人 弘和会 若竹ホーム

合計助成額 377万円

松本敏夫氏 児童応援基金 第2回助成決定先（13施設）

                               1施設あたりの助成金額：29万円



赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福祉法人羽生福祉会 児童養護施設ふれんど 
【ホームページ URL】 http://friend-san.jp/ 
【助成金で行った活動】 

当施設に入所をしている、主に小中学生の子ども達が IT 機器への興味を持つようになり
将来この子ども達の糧になれるよう当法人児童養護施設・地域小規模児童養護施設・ファ
ミリーホーム計８のユニットにタブレット端末と Wi-Fi 設備の設置を行いました。またオ
ンライン学習等の本格稼働に向けての整備や子ども達のコミュニケーションツールとして
の役割に使用しています。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 
いつも子ども達への温かいご支援ありがとうございます。コロナ禍での生活が日常となっ
た現在、社会的養護の下で生活する子ども達は集団生活を余儀なくされるという点では、
一般家庭の子ども達よりもリスクの高い生活をしていると感じています。このような中で
松本様・ご家族様の心温まるご厚意に入所児童・職員一同感謝の言葉は言い尽くせません。
現在の社会では IT 技術の習得は、どんな職業においても必須の項目になりました。当施設
では、松本様に頂いたチャンスを生かし、将来ふれんどを卒園した子ども達が少しでも生
活しやすい社会生活を送れるように IT に慣れる活動を行っていきたいと思います。ご支
援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 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福祉法人 愛の泉 児童養護施設 愛泉寮 
【ホームページ URL】 https://ainoizumi.or.jp/ 
【助成金で行った活動】 

オンライン環境を整える活動を行いました。ワイヤレスイヤホン、bluetooth スピーカー、
PC バッグ、タッチペンを購入し、より快適にオンライン作業や学習に取り組めるようにい
たしました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 
この度はこのような機会をいただきありがとうございます。今後社会において、オンライ
ンでの交流や仕事が中心となっていくことが予測されます。子ども達のオンライン活動を
促進できる今回の機会は、子ども達の将来をより豊かにする大きなきっかけとなると感じ
ております。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 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福祉法人三愛学園 児童養護施設さんあい 
【ホームページ URL】 https://san-ai-jidouyougo.org/ 
【助成金で行った活動】 

43 インチ 液晶ディスプレイ×1 台とスタンド、ノート PC×1 台、WEB カメラ ×1 台を購
入することにより学校のデジタル化に対応した学習環境の整備をしました。また今回購入
した PC1 台に加えて、過去に購入した PC で対策が未実施だった PC が 3 台あったため、
ウィルス対策ソフト 4 本も合わせて購入しました。ブルーレイや DVD で提供されること
もある資料の閲覧や録画のために BD レコーダー×1 台も購入しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 
この度は、弊施設の児童のオンライン学習環境のためにご支援を賜り、ありがとうござい
ました。社会のデジタル化が進む中、小中学生でも調べ物をするためにはパソコン、イン
ターネットを活用する事が推進されています。また中高生にとっては、新型コロナウィル
ス感染防止のため、進学や就職活動のための情報収集、セミナー等もオンラインで開催さ
れています。映像芸術の鑑賞に加えて、学校の資料などブルーレイや DVD で提供される
こともあり、BD レコーダーも重宝しております。ご支援いただきました機材を活用して、
これらニーズに対応できるようになりました。故・松本敏夫様とご遺族様のご意思に心よ
り感謝申し上げます。皆様の健康とご多幸を心よりお祈りいたします。 
 

写真(上)43 インチ・モニターと PC、

WEB カメラを使う児童 

写真(下)：BD レコーダーで映画視聴 



赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福祉法人武蔵野会 武蔵野児童学園 
【ホームページ URL】 https://www.musashino-jidougakuen.jp/ 
【助成金で行った活動】 

子ども達の学習の為にタブレットを購入し、学習時に計算や英単語、漢字の練習を行った
り、オンライン学習やリモート学習に使用しています。また、子ども達の調べ学習で様々
なことを調べたり、夏休みには iPad を使って、おもしろ動画を撮影、編集をして、夏の当
学園のイベントで発表しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 
故・松本敏夫様とご遺族様のご寄付のおかげで、児童養護施設の子どもたちにリモート学
習をさせたり、様々な調べ学習を通して、自らの興味のあることを発見する喜びを伝える
ことが出来ました。４台の iPad を購入させていただけたおかげで、子ども達が自由に勉強
する環境を整備することが出来ました。本当に心から感謝を致しております。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 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福祉法人あゆみ会 児童養護施設あゆみ学園 
【ホームページ URL】 https://ayumigakuen.jp/ 
【助成金で行った活動】 

子ども達がオンライン学習で使用する iPad６台と Apple Pencil６本を購入しました。 
【松本敏夫様へのメッセージ】 

この度は、ご支援を頂戴し誠にありがとうございました。子ども達が iPad を手にとり、最
初の感想は「すげー」でした。そして、あっという間に操作方法を覚えていました。子ど
も達にとって、様々な体験が学びであり、学校以外で学べる機会というのは大変貴重だと
感じています。学校で教えてもらう事に加えて、オンラインという特性を活かし、さらな
る知識の獲得、経験値、知的好奇心の向上など多くのポジティブな影響があると思います。
施設として、子ども達の可能性を潰したくはない、その一心で環境整備を行ってまいりま
した。そして、この度のご支援をうけ、さらに施設はグレードアップしました。職員と子
ども達が一体となって、オンライン学習をはじめ、様々な場面で iPad を活用していきたい
と思います。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 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福祉法人 報徳至誠会 児童養護施設 桑梓 
【ホームページ URL】 http://houtokushiseikai-soushi.or.jp/ 
【助成金で行った活動】 

施設内Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備・強化 
【松本敏夫様へのメッセージ】 

Ｗｉ－Ｆｉ環境が整えられたことで、児童たちは『タブレットを多数使っていても回線が
切れる事が無くなった。』と喜んでおります。この度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 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福法人 福田会 広尾フレンズ 
【ホームページ URL】 http://www.fukudenkai.or.jp/friends/index.html 
【助成金で行った活動】 

子供たちが学習で使用する小学校高学年～中学生用の電子辞書を購入し 8 つの各ユニッ
ト・グループホームに配置しました。また追加でいただいた予算では学校のオンライン学
習やクラブ活動、施設内行事などで使用するビデオカメラが老朽化していた為買い換えま
した。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。今回購入をした電子辞書やビデオ
カメラはコロナ禍で増えている自宅学習の際に多く活用させていただいております。ユニ
ットで所有することで永く使用したいと考えております。子どもたちに代わりまして御礼
を申し上げます。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 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福祉法人 子供の町 児童養護施設子供の町 

児童養護施設エンジェルホーム 
【ホームページ URL】 https://kodomonomachi.jp 
【助成金で行った活動】 

「子供の町」「エンジェルホーム」の 2 施設で、それぞれパソコン 2 台、ワイヤレススピ
ーカーフォン 1 台を購入しました。以前から児童対象の英語教室を開催しており、外部ボ
ランティアの方とリモートで実施できるようにいたしました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 
この度は、ご支援ありがとうございます。コロナ渦の中、これまで子どもたちをご支援い
ただいていた多くのボランティアさんの来園が難しくなっていますので、施設の子どもた
ちの学習や社会とのふれあいの機会が減少しています。パソコンを介しての外部との交流
は、この状況を解決するために大きな役割を持つことになり、子どもたちのＩＴに関する
興味を引き出すことにも繋がっています。 
 

 



赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福祉法人 同仁学院 あいの実 
【ホームページ URL】 https://www.doujin.or.jp/ 
【助成金で行った活動】 

子どもたちがオンライン学習や活動を行うためのカメラ付きノートパソコン２台とｗｉｆ
ｉルーター１台を購入しました。夏休み中に早速、プログラミング学習をオンラインで行
う機会があり使用することができました。また、社会に出るためのプログラムを定期的に
実施ている活動（今年度はオンライン）に高校 3 年生の児童が参加しています。緊急事態
宣言を受けて、保護者の方との面会交流ができなくなったため、zoom にて交流を行って
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した。コロナ禍において、オンライン学
習はじめ外部の招待行事にパソコンやタブレットが欠かせなくなりました。一人 1 台とい
うことは高価でなかなか難しいため、このようなお申し出をいただき大変感謝しておりま
す。松本様ご遺族様はじめ、子どもたちのためにこの助成に労してくださった代理人様に
御礼申し上げます。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 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福祉法人 とちの実会 児童養護施設 江南 
【ホームページ URL】 http://www.totinomikai.or.jp/konan/ 
【助成金で行った活動】 

当施設併設の一時保護施設での学習支援として、タブレットやパソコン等のオンライン学
習環境を整備しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 
この度は多額のご寄付をしていただき、誠にありがとうございます。 
一時保護児童は学力や学習意欲の低い児童が多いです。オンラインでの学習環境を整え、
少しでも学習に意欲が持てるような支援に活かしていきたいと考えています。 
 



赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福祉法人 ホザナ園 児童養護施設 ホザナ園 
【ホームページ URL】 http://hozanaen.or.jp/ 
【助成金で行った活動】 

子どもたちのコロナ禍においてのオンライン授業と調べ学習のツールとして、施設で５台、
できるノートパソコンを購入し、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、児童養護施設で生活する子どもたちの教育支援の為に、多額な基金を支援して
いただきありがとうございます。オンライン学習の拡充を考えていたものの、施設での費
用がなかった為、このような基金があったことを嬉しく思います。子どもたちの新しいパ
ソコンを利用でき、とても喜んでいます。大切に使わせて頂きます。 
本当にどうもありがとうございました。 
 
小学生からのメッセージ 
「パソコン、ありがとうございます。調べ学習がたくさんできました。」 
 
 



赤い羽根福祉基金 

松本敏夫氏 児童応援基金 
★第 2 回助成 施設からの報告★ 

  
【施設名】 社会福祉法人 弘和会 若竹ホーム 
【ホームページ URL】 https://www.ageo-wakatake.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Ｗｉｆｉルーターの整備を行い、複数で学ぶとき
のためにプロジェクターを購入しました。また、遊びながらパソコンに慣れてもらうため
にパソコン学習ソフトとパソコンに接続して使うヘッドセットを購入しました。 

【松本敏夫様へのメッセージ】 
この度は子どもたちのオンライン学習のために補助金をいただき誠にありがとうございま
す。新型コロナウイルスの影響により、オンライン学習の機会も増えてきました。学校で
もパソコンを使った授業が増えているようです。今回補助金で園のｗｉｆｉルーターの購
入と、学習で使うプロジェクターや学習ソフト、ヘッドセットを購入させていただきまし
た。普段からタイピングや算数・英単語ゲームで遊びながら学習をしつつパソコンに慣れ
るためにも日常使いできればと思います。大きなプロジェクターは机上の使い方と違い、
体を動かしながらの学習にも使えるので、天候の悪い時には子どもたちと身体を動かしな
がら活用できればと思います。貴重な学習の機会を与えていただき、ありがとうございま
した。
 


