
〜キリスト教精神にもとづき、子どもたちの未来と地域福祉の向上に努めています〜

2022年４月１日入職式
　感染対策を考慮し、法人本部・二葉学園・二葉むさし
が丘学園の三会場をオンラインで結び実施しました。
　今年度は、初めての試みとして、当法人とゆかりの深
い日本基督教団東中野教会・浦上充牧師（法人評議員）に
よる祈祷・讃美歌等を盛込み、二葉の原点である「神の
愛の実践」を改めて共有する機会ともしました。新型コ
ロナやウクライナ戦争などの災禍が続く中にあっても、
子ども達のために共に力を尽くしていくことを誓い合う
と同時に、教会礼拝堂の厳かな様子を生の映像で共有で
き、新たな出発に相応しい式となりました。

新入職員研修
　新入職員には、新卒者だけでなく社会人経験者（児童
福祉分野はもとより音楽教師やプロスポーツトレーナー
など他分野からも）も少なくなく、入職時年齢も20歳か
ら60歳と多様性に富んでいます。
　このような中、２月に入職前研修をハイブリッド方式
で実施し、二葉の歴史と児童福祉の今日的課題等（武藤
常務担当）について学ぶとともに、女性が入職者の約９
割を占めることから、女性活躍のための健康支援のウェ
ブ学習の説明（井上理事長担当）を行いました。
　入職後は、社会福祉法人の公的責任、児童福祉現場の

～二葉の明日をともに拓く　新人職員を迎えて～

　今春、（社福）二葉保育園では計38名の新入職員（常勤31名、非常勤７名）を迎えることができました。
　近年、児童養護施設の職員配置基準の大幅な改善（児童定員６名のGHでは職員数４名から６名に）等やフォスタリ
ング事業の新規受託などに対応するため、退職補充を大きく上回る人数の職員採用を進めています。
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二葉むさしが丘学園から参加した入職者

二葉学園から参加した入職者

法人本部会議室から参加した入職者

東中野教会から参加された浦上牧師



二葉南元保育園
二葉南元保育園は今年度保育士２名と事務職員１名の新人職員が入職いたしました。
人財確保が難しい中、新卒者、経験者とバランスの良い職員配置ができました。

抱負 　事務職として入職した栗原千鶴と申します。二葉保育園の理
念、歴史に感銘を受け、憧れをもって入職しました。以前も他園で事務
職として勤務しておりました。そこで培った経験、知識を活かしながら、
二葉保育園の理念に沿いながら、確実に一歩ずつ進んでいきたいと思い
ます。よろしくお願いします。

応援メッセージ 　他園の経験豊かな職員の入職に伴い、事務部門の
体制強化につながりました。法人内事務職員との連携を図り特に保育園
同士情報共有し、働き易い職場環境の土台づくりをしてもらえることを
期待しています。

栗原 千鶴／メッセージ　園長　町田 とし江

抱負 　今春、大学を卒業し入職した西田有佳利と申します。私は、子どもと共に学び成長していける保育士になっていきたい
と思っています。子ども達と日々向き合い、子どもを尊重した保育を考え、試行錯誤を重ねながら保育をしていきたいと思います。

応援メッセージ 　大きく体調を崩すこともなく、元気に出勤出来ていて安心しています。まだ、わからないことや初めて取
り組むことも出てくると思いますが、周りの先生たちとのコミュニケーションも含めて、沢山学んで吸収していって欲しいと思っ
ています。

西田 有佳利／メッセージ　１歳児クラス担当　鎌田 知子

抱負 　新居の近くに勤務できるよう今年度より入職した松島理紗と申します。子ども一人ひとりと目線を合わせて向き合い
安心できる環境の中で、子どもの主体性を大切にした保育をしていきたいと思います。

応援メッセージ 　経験者という事もありますが、子ども達ともすぐに打ち解けクラス運営も頑張っています。早速行事の時
には、ピアノ演奏を担当し特技を発揮してくれました。子どもの成長を一緒に喜び合える保育士になってほしいと思います。

松島 理紗／メッセージ　４歳児クラス担当　浦澤 康仁

職員の役割等、法人職員共通の研修を行うとともに、各
配属先では先輩職員に付いて（手取り足取りにも近い）現
場研修を重ね、徐々に一人で担当業務を行う準備をして
います。同時に、入職２か月頃の施設長個別面談や年度
途中の法人内新入職員研修を通じて新人の悩みや躓きを

把握し、フォローに繋げています。
　新入職員の多様な個性、多彩な経験が活かされ、職員
一人ひとりの活躍と子ども達のいきいきした毎日に繋が
るよう、各職場・法人全体で取り組んでいます。



二葉学園

抱負 　ひまわりホームの担当になり、４ヶ月経ちました。どうすれば子ども達をもっと理解できる
のか、今必要な支援はなにか、先輩方に助言を頂きながら日々支援に当たっています。一筋縄ではいか
ないことも多いですが、たまに自分の言葉や働きかけが子どもにぴたりとハマった瞬間の“通じ合えた
（かも）”という感覚が何よりもうれしく、原動力になっています。そんな瞬間を増やしていけるよう、
試行錯誤を続けていこうと思います。

応援メッセージ 　子ども達から「今木さんってよく笑うんだよ」「今木さんが笑っていると私も笑っ
ちゃんだよね」という声が聞こえてきます。子どもたちにとってそのような印象の今木さんは、多くの
安心感と幸せ舞い込む毎日を作っているのだと思い、尊敬しています。真面目で振り返りの出来る今木
さんなので、時に悩むこともあるかと思いますが、私たちはチームですので、共有して一緒に抱えて、
子ども達と笑い合えるように、乗り越えていきましょう！

ひまわりホーム　今木 香織／メッセージ　髙木 春花

抱負 　代泊アルバイトの頃に入っていたホームに引き続き入る事になり、子どもたちと関わる時間
が増え、甘えてくれることが増えたのと同時に試し行動も増え、どう対応していいか悩むこともありま
すが、その度に先輩職員の方々が優しくアドバイスをしてくださり、楽しく働くことができています。
　これからも分からない事はすぐに先輩職員の方々に相談し、子どもたちと楽しい時間を過ごしていき
たいです。

応援メッセージ 　社会人１年目、そして二葉へ来て１年目で分からない事ばかりの中、自分をしっ
かりと持ち、分からないことは分からないと言える勇気を持ち、一つ一つ確認しながら丁寧に子どもた
ちと関わる姿はとても素敵です。持ち前の明るさと、とても丁寧な関わりを通して子どもたちも心を開
き、信頼をしているんだなと感じています。大変なこともあるかと思いますが、楽しい時間を十分に味
わいながらこれからも頑張って行きましょう。

菜の花ホーム　窪田 絢子／メッセージ　渡邉 洋暉

抱負 　アイリスホームで男の子６人の担当をしています。
　子どもたちとの毎日は楽しいだけではなく対応に難しさを感じることもありますが、最近は自分から色々な事を話してくれる
ようになり、少しずつではありますが距離が近くなっていることを感じています。
　子どもたちが自分らしく生活できるよう、一人ひとりの気持ちを尊重しながら成長を見守っ
ていきたいと思います。　

応援メッセージ 　新任とは思えない言葉掛けのレパートリーの多さ、伝えなければならな
いことはしっかり伝える姿勢に日々圧倒されています。しかし、時折みせるおっちょこちょい
な一面には日々癒されています。
　これからも楽しいこと、時には苦しいことも共有しながら切磋琢磨していけたらと思います。

アイリスホーム　三浦 美里／メッセージ　竹内 青葉

抱負 　入職してから段々、今までしてこなかった料理も少しずつ慣れ、子供たちから「美味しい」
と言ってもらえることが増えました。日々、子どもたちの嬉しい・楽しい・悲しいなどの感情をダイレ
クトに受け、時に一緒に悲しくなってしまう事もありますが、そんなときに子どもの隣で寄り添えるよ
うな人でありたいと思います。
　チームとして自分が力になれるように、これから出来る事を増やしていきたいです。

応援メッセージ 　子どもたちの気持ちに丁寧に寄り添い、１人１人にしっかりと向き合う姿や、何
事に対しても積極的で、前向きに取り組む姿は新任職員とは思えない程頼もしく、入職当初からチーム
としてたくさん助けてもらっています。
　日々子どもたちと過ごす中で、楽しみながら、時には悩みながら、更にたくさんの力をつけてそれを
発揮していけるように、チーム皆で支えていきたいと思っています。

さくらホーム　三加 夏衣佳／メッセージ　小島 晶子

抱負 　７月には寿司やピザ、ケーキが並び、子どもたち同士でもプレゼントを用意して仲良く遊ぶ和気あいあいとした誕生
会が開かれました。コロナウイルスの影響もあり、全員そろって食事ができない時期もありましたが、子どもたちが今日あった

ことを嬉しそうに話しながら食事ができることの楽しさを改めて感じています。子どもたちが
笑顔で元気に過ごせるようにこれからも頑張りますのでよろしくお願いします！

応援メッセージ 　あちらからもこちらから「藤木さーん」と、姿が見えなくても名前を呼
ばれない日はありません。私が当直室にいると中学生男子がきて、「はんぺんのやつ、ちょー
うまいよ。まじで。まだあるから食べさせてもらいな」と教えにきてくれました。はんぺんの
たらこ焼、おいしかったです。毎日の泣きも笑いも分かち合いながら、新けやきを作っていき
ましょうね。よろしくお願いします。

けやきホーム　藤木 咲羽／メッセージ　遠藤 敦子



二葉むさしが丘学園

副施設長就任にあたってのご挨拶
　この４月から二葉むさしが丘学園の副園長に就任しま
した。私は昨年度末まで自立援助ホーム・トリノスのホー
ム長を６年間務めていました。それ以前は、二葉むさし
が丘学園で児童支援員をしておりましたので、久々の復
帰ということになるのですが、当時担当していた子ども
たちは皆大きくなって退園しており、職員もこの数年、
施設に対する職員加配や新事業の影響で大幅に増員して
おり、面識のある職員は３分の１以下、とまさに浦島太
郎のような気持ちの春を迎えました。見覚えのある光景
なのに勝手が違う、といったことに戸惑いながら、自分
ができること、やるべきこと、そしてまたやりたいこと
を模索してきて、ようやく少し方向性が見えてきたのか
なと思う今日この頃です。
　そう思えるようになったのは、以前から面識のあった
職員たちが快く私を受け入れてくれたこと、また新たに
出会った職員の方たちが私の話に耳を傾けてくれたこと
があります。まだまだ自分の働きに及第点をつけること

はできない状況ですが、ここでやりとげたいと思うこと
ができました。それはこの二葉むさしが丘学園という職
員集団を子どもの自己実現を支えるより素晴らしいチー
ムにしていくことです。前述のとおり、こちらには素敵
な職員が多く在籍しています。しかし組織の規模が大き
くなったこともあり、仕事における連携についての課題
もたくさんあると感じています。そのため、私が潤滑油
となり、集団としても素敵な組織にすることが、私を受
け入れてくれた仲間たちへの恩返しだと思っています。
� 二葉むさしが丘学園　副園長　渡辺�剛史

　今年、二葉むさしが丘学園に入職した13名の新入職員からの一言コメントです！
　フレッシュな皆さんの力が、これからの二葉の顔となっていくことを期待しています‼

　バドミントンと和太鼓と
ラーメンが好きです。
　お話するのも聞くのも好
きです！
　これからよろしくお願い
します‼田中 真結子

　スポーツ観戦をす
ること、体を動かす
こと、人と話すこと
が好きです‼
　皆さんと生活でき
ることが楽しみです。橘 美希

　音楽大好き♪
　将棋、野球観
戦、TRPG、映
画鑑賞、読書な
ど多趣味です！

八代 涼

　名前の覚え方は「高い橋は広いな（奈）」です。韓
国に留学に行ってしまうほど韓国大好きです♡
　基本のんびり屋ですが、一番やると決めたらすぐ
行動する一面もあります。あと、身長167cmと高
めです！大きい女性だと思ったら高橋だと思ってく
ださい！よろしくお願いします！高橋 広奈

　食べることと体を
動かすことが大好き
です！
　外でたくさん遊び
ましょう！よろしく
お願いします‼野中 瑞稀

　体を動かすこと、おしゃ
べりすることが好きです♡
　趣味はショッピングです。
K-POPが大好きです！
　よろしくお願いします‼

山村 彩菜

　焼き物が好きです。
　海が好きです。
　宝塚が好きです。
　好きなものは他にもいっ
ぱいです！

田麦 奈美子

　食べること、筋トレ、サッ
カーが好きです！！
　トレーニング（筋トレ）は、
365日行っています（笑）
　たくさん遊びましょう‼

高橋 悠人

　これまでは、銀行と保育園でお仕事してました。小平
団地公園にもお散歩でよく来ていました。本屋で手に取
りたくなるのは、主に絵本。ジュースよりビール派。紅
茶より珈琲派。珈琲で一息つく時間を大事にしています。
むさしが丘の仲間であることを楽しみたいと思います。
　よろしくお願いします。福見 志穂

　顔は怖いけど怒って
いません。14年間野
球やっていました。
　割とインドアな方で
す。マンガをよく読み
ます。栗山 尚基

　未経験の高齢者ですが、
今春採用して頂きました。
頑張ります。
　家庭菜園を始めました
が、昨年はお猿さんに食
べられ完敗しました。峯尾 敏幸

　好きなことは、食べる
（料理する）・遊ぶ・寝る
ことです！
　元気にみなさんと毎日
過ごしていきたいです。
よろしくお願いします！小野 沙織

　好きな食べ物は、グラタン・
うずらの卵・レアチーズケー
キ。趣味は、ピアノ・ドライ
ブです。好きなことは温泉で
ゆっくり過ごすことです。
　よろしくお願いします。小池 八千代



二葉乳児院
二葉乳児院では、今年度も各職場に合計14名の新入職員が加わりました。�

皆で彩り豊かに混ざりあいながら、子どもたちや様々なご家族の未来を共に描いてゆきたいと思います。

　ひろばや一時保育、ホームスタート、ショートステイ等を展開しながら、地域力を活かした子育ての輪づくりを行っています。

抱負 　地域支援の仕事は初めてで、最初は
行政や、保護者の方との電話の対応に戸惑いま
したが、少しずつ慣れてきました。今後は相談
支援についても、学びを深めていきたいと思っ
ております。（ショートステイ担当）

応援メッセージ 　利用者さんと子どもたち
といつも楽しく過ごしています。覚えることは
まだ沢山ありますが、それが今ではやりがいに
もなっています。利用者さんと子どもたちと関
わることで充実感を共に感じていきたいです。
（入職２年目）

地域子育て支援センター二葉　山川 樹里亜／メッセージ　木村 貴子

　里親家庭の支援にとどまらず、新たな里親家庭のリクルート、里親家庭を巣立っ
た後のサポート体制の確立を目指しています。

抱負 　２年ほどマーケティング職に従事した後、専門学校への通学を経て社会
福祉士資格を取得しました。未熟な身でありますが里親制度をさらに拡充していけ
るよう精一杯努めます。（里親委託等推進員）

応援メッセージ 　様々な職種の経験を経た職員が入職し、チームに新しい風と
厚みが増してきています。勤務地は都内各所になりますが、子どもと里親さんの為
に、チームとして、そして二葉・子どもと里親サポートステーションとして、何が
出来るか？を皆で話し合い協力しながら考えていきましょう。（入職５年目）

二葉・子どもと里親サポートステーション　神田 瑞季／メッセージ　中村 智美

　子どもたちと生活を共にし喜怒哀楽を分かち合い、一人一人の成長を大切に、一家族一家族に寄り添って支援しています。

抱負 　お部屋にもだいぶ慣れて子どもたちも名前を呼んで笑顔を
沢山見せてくれるようになりました。大変なこともありますが子どもた
ちとの関わりは楽しく、成長する姿が自分のことのように嬉しく感じま
す。悩みや不安も沢山ありますが、相談しながら子どもたちの成長を支
えていきたいと思います。（うさぎ室担当）

応援メッセージ 　新入職員さんたちが
頑張る姿を見て私たちも初心を思い出して
子どもたちと接することができています。
新入職員さんの悩みや不安を共有すること
で、自分自身の養育を振り返ったり、新し
い発見を得ることもあるのでこれからも沢
山コミュニケーションをとっていけたらと
思います。チーム二葉で頑張っていきましょ
う。（入職４年目）

二葉乳児院　長沼 遊／メッセージ　重石 真岐子



　今から25年前、私は二
葉学園に入職しました。
　その頃は中高生の子ども
たちの集団でした。夜間徘
徊や昼夜逆転、不登校と暴
力暴言が飛び交う中で、
ルールを守る子は良い子、
破る子は良くない子程度の
判断しかできず、困惑や違
和感ばかり持つ日々でした。

　それでも、子ども達に挨拶・謝罪・感謝の大切さだ
けはしっかりと伝えてきました。それは人が他者とか
かわりを持つうえで、最低限身に付けて二葉学園を卒
園していけるよう、繰返し伝えてきました。

　ここ10年近く、男子高齢児を担当し、毎年卒園生
を送り出してきました。数人は進学をし、大半が就職
自立していきましたが、同じ職場で仕事を続けている
人はほとんどおらず、転職やアルバイト生活を送って
いる卒園生が多くいます。（調査によれば卒園後３年

　国や東京都、自治体等の児童福祉をめぐる情勢や動
向から求められること、また、当法人内の方針や計画
の未達成事項、さらには法人全体あるいは各施設が共
通して、今取り組むべき課題等について分析をし、経
営に関する諸課題のうち、特に取り組む必要がある課
題に取り組んでいく「二葉力向上推進室（以下、推進
室）」をバーチャル組織として令和４年度からスター
トさせました。
　この推進室が取り組む重点課題は、以下の５つです。
　（1�）保育情勢・動向から求められる取り組み、また、

選ばれる保育所に向けて必要な経営戦略方針の
確立をめざすこと

　（2�）特別区の児童相談所設置の動向と社会的養護に
対するニーズを把握し、今後の施設誘致やフォ
スタリング事業等のあり方の具体的方針を明ら
かにすること

以内の離職率は４割に昇る）それでも卒園生は連絡を
くれたり、会いに来てくれたりします。
　今、思うことは、実社会で生きていく力がまだ不十
分な子どもたちが自立を余儀なくされている現実です。
アルバイト体験や自活訓練を取り組んでスキルを身に
着けることも必要ですが、自立心がなかなか育たたな
いということです。将来の生活が想像出来ない児童も
多く、その部分にとても苦慮してきました。
　私は、この４月からトリノスへ異動しました。18
歳成人法がスタートし、社会的養護を必要とする子ど
もたちを取り巻く環境が大きく変化しています。その
中で、自立援助ホームの存在意義とは何なのか、しっ
かりと考察しながら自立援助ホームの実践に取り組ん
でいきたいと思っています。また、二葉むさしが丘学
園や二葉学園との連携、他の自立援助ホームや諸機関
等とも交流を図りつつ、施設単位ではなく「二葉」と
しての自立支援をどう実践していくのか、何をめざす
のか等を共有していきたいと思っています。今後共皆
様のご支援をよろしくお願いいたします。
� 自立援助ホームトリノス　施設長　相原�信一

　（3�）各施設の方針を把握しながら、今後の法人全体
の新規事業のあり方を図式化すること

　（4�）上記、（1）～（3）の実践のために最も要となる
のが、二葉全体の総合的人財対策であり、その
ロードマップを明らかにしながら、具体的な対
策を実行すること

　（5�）すべての取り組みを効果的・効率的に進める上
で不可欠なICT及びDXの活用（デジタル化や電
子化を進めること）を図ること

　重点課題ごとにチームを整備し、１～２カ月毎にチー
ムレベルでの打合せを行い、２カ月に１度程度の推進
室全体会を開催して、進捗確認を行っていきます。今
後、誌面上でも取り組みを報告していく機会があると
思います。ぜひ、推進室の取り組みにご期待ください！
� 二葉力向上推進室事務局

これまでも、これからも ～トリノス新施設長に就任して～

「二葉力向上推進室」スタート！



麻生 ゆみ麻生 ゆみ
愛知 芙美子愛知 芙美子
淺見 一羊淺見 一羊
阿部 久美子阿部 久美子
甘糟 成美甘糟 成美
網野 武博網野 武博
新井 美津子新井 美津子
井口 治彦・早苗井口 治彦・早苗
磯部 日出夫磯部 日出夫
伊藤 陽子伊藤 陽子
稲垣 純一稲垣 純一
井上 收之井上 收之
岩本 和雄・隆子岩本 和雄・隆子
植山 洋子植山 洋子
遠藤 久江遠藤 久江
太田 清子太田 清子

大野 恵子大野 恵子
奥村 浩史奥村 浩史
奥山 明彦奥山 明彦
尾崎 百合子尾崎 百合子
押切 重洋押切 重洋
垣内 国光垣内 国光
笠原 勝子笠原 勝子
片倉 昭子片倉 昭子
片山 雅子片山 雅子
加藤 貴行加藤 貴行
金城 清志金城 清志
川久保 美和子川久保 美和子
乾川 日出夫乾川 日出夫
神田 有希神田 有希
北澤 順一北澤 順一
神田 有希神田 有希

北澤 順一北澤 順一
黒崎 恵子黒崎 恵子
向當 稔・君枝向當 稔・君枝
小滝 文・陽小滝 文・陽
坂本 健坂本 健
坂本 和子坂本 和子
佐藤 ヤス子佐藤 ヤス子
鈴木 博人鈴木 博人
鈴木 浩之鈴木 浩之
鈴木 睦子鈴木 睦子
関 幸子関 幸子
関沼 幸通関沼 幸通
髙橋 和代髙橋 和代
竹内 よし子竹内 よし子
館野 太二郎館野 太二郎
丹井 逸子丹井 逸子

丹澤 美智子丹澤 美智子
茅根 雅史茅根 雅史
土屋 友美賀土屋 友美賀
戸島 陽平戸島 陽平
友成 崇葵友成 崇葵
中村 晶子中村 晶子
中村 幸夫中村 幸夫
中山 正雄中山 正雄
西本 知代西本 知代
橋本 康彦橋本 康彦
羽田野 恵美子羽田野 恵美子
羽仁 カンタ・昌子羽仁 カンタ・昌子
林 千尋林 千尋
林 浩康林 浩康
東島 光子東島 光子
東山 靖子東山 靖子

久邇 正子久邇 正子
平尾 時栄平尾 時栄
広瀬 久也広瀬 久也
福地 信哉福地 信哉
藤川 誠藤川 誠
藤原 誠藤原 誠
古江 龍也古江 龍也
牧 甫牧 甫
牧野 靖子牧野 靖子
真鍋 美一真鍋 美一
宮沢 成実宮沢 成実
宮本 泉宮本 泉
冥賀 令冥賀 令
宗像 雅子宗像 雅子
元橋 三千代元橋 三千代
百々 典子百々 典子

森田 育子森田 育子
谷中 信一谷中 信一
八幡 則子八幡 則子
山口 顕治山口 顕治
山崎 美貴子山崎 美貴子
山田 琢史山田 琢史
山本 利彦山本 利彦
吉川 真人吉川 真人
吉澤 貞雄吉澤 貞雄
吉田 恒雄吉田 恒雄
脇田 慎司脇田 慎司
渡辺 文子渡辺 文子

株式会社東海リライアンス　代表取締役　中島 弘人株式会社東海リライアンス　代表取締役　中島 弘人
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
学校法人　女子学院　　　　　　　理事長　寺嶋 潔学校法人　女子学院　　　　　　　理事長　寺嶋 潔
日本キリスト教団　東中野教会　代表役員　浦上 充日本キリスト教団　東中野教会　代表役員　浦上 充
日本キリスト教団　東中野協教会　教会員有志日本キリスト教団　東中野協教会　教会員有志

ご寄付をお寄せ下さった皆様（敬称略）

　二葉支援の会では、平成29年度から「二葉を巣立った人たちへの自立支援」に力を入れていくとい
う目標を掲げてまいりました。この目標にご理解・ご賛同くださった皆様から、2021年度はコロナ禍
にもかかわらず、総額4,265,501円ものご寄付をいただきました。
　誠にありがとうございました。
　2021年度も新型コロナ問題が継続したことから、自立支援・アフターケア基金による支援ニーズが
予想されたところでしたが、申請がないまま年度末を迎えました。昨年度は、コロナ問題による経済状
況の悪化に伴う生活困窮者対策として、前年度からの公的支援のプログラムが期間延長されるとともに、
より使い勝手がよいように運用改善もあったところです。そして、二葉を巣立った人たちへの自立支援
として、公的支援の利用を第一にアフターケアを進めてきたこともあり、このような結果となったもの
と思われます。
　皆様のおかげで、基金の補充・積増しができましたことに深く感謝申し上げます。
　今年度に入ってからは、実に30年振りともなる物価高が続いておりますので、引続きの御支援を頂
きますよう紙面をお借りしてお願い申し上げます。
　最後になりましたが、上記の皆様から2021年度（2021年４月～2022年３月）にご支援をいただきま
した。お名前を掲載し、感謝をもって報告いたします。また、消毒用アルコールなど有難い現物寄付を
お届けくださった方々にも改めて厚く、御礼申し上げます。

社会福祉法人二葉保育園　法人事務局

2021年度二葉支援の会に寄せられた寄付についてのご報告



法人本部
所在地：〒160−0012　東京都新宿区南元町４番地
設立：1900年（明治33年）
理事長：井上 従子
常務理事：武藤 素明
理事：河津 英彦、押切 重洋、福田 敏朗、都留 和光、
　　　町田 とし江
評議員： 宮沢 成実、磯谷 文明、吉村 晴美、金子 恵美、

潮谷 恵美、貫名 通生、浦上 充、竹内 よし子、
橋本 ゆかり

監事：園 武友、馬場 充
職員：４名

二葉乳児院・地域子育て支援センター二葉
院長：都留 和光　副院長：長田 淳子
児童定員：40名　職員：114名
所在地：〒160−0012　東京都新宿区南元町４番地

二葉学園
統括園長：武藤 素明　園長：小倉 要
児童定員：52名（グループホーム８ヶ所を含む）
職員：84名
所在地：本園　 〒182−0035　 

東京都調布市上石原２−17−７

二葉南元保育園
園長：町田 とし江　副園長：橋爪 主税
児童定員：110名　専門型一時保育：10名　職員：52名
所在地：本園　〒160−0012　東京都新宿区南元町４番地

二葉くすのき保育園
園長：森本 裕美
児童定員：100名　職員：40名
所在地：〒182−0022
　　　　東京都調布市国領町３−８−15　都営くすのきアパート１号棟

二葉むさしが丘学園
園長：菅原 淳史　副園長：渡辺 剛史
児童定員　 本園：60名（一時保護６名を含む） 

グループホーム：18名、職員：75名 
ファミリーホーム：６名、職員：２名

所在地：本園　〒187−0011　東京都小平市鈴木町１−62−１

自立援助ホーム　トリノス
ホーム長：相原 信一
児童定員（男子）：６名　　職員：５名
所在地：東京都日野市
　　　　（成人を含む利用者の住所地となっているため非公開）

社会福祉法人　二葉保育園　概要

二葉とこども33号　2022年　８月31日発行　編集・発行　社会福祉法人　二葉保育園「二葉支援の会」
〒160−0012　東京都新宿区南元町４番地　TEL：03−3341−1205　法人本部事務局　http://www.futaba-yuka.or.jp

　二葉保育園では、「二葉支援の会」が中心となって、

法人内の各施設の事業や組織運営を支えていく活動を

しています。ご寄付は、年一口5,000円以上をお願

いしておりますが、金額は問わず、一人でも多くの方

にご支援を頂きたいと思っております。ご入会・ご支

援頂ける方はぜひ当法人本部までご連絡ください。

★当法人へのご寄付は社会福祉事業への寄付として確定申

告をして頂くと税制上の優遇措置（寄付金控除）が受けられ

ます。詳しくは当法人本部までお問い合わせ下さい。

「二葉支援の会」お問合わせ

社会福祉法人二葉保育園 法人本部
電話 03−3341−1205（平日10時〜17時）

E−mail info@futaba−yuka.or.jp

郵便振替 口座番号：00120−2−30321
口座名義：社会福祉法人二葉保育園

銀行振込 三菱UFJ銀行　支店名：四谷支店
口座番号：普通0506208
口座名義：（福祉）二葉保育園 理事長 井上従子

クレジットカード 社会福祉法人二葉保育園ホームページの
「寄付のお願い」ページからお手続き頂けます。

「二葉支援の会」への寄付のお願い「二葉支援の会」への寄付のお願い


