
ゴールドマン・サックス支援事業
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アウトリーチ・プロジェクト

お礼状

NPOSTARS



ゴールドマン・サックス 様

世界を震撼させる新型コロナウィルス感染症拡大の中で、わ

が国においても見えない敵との戦いは今もなお続いていると

ころでございます。この様な社会においていつも、最初にそ

の大きな影響を受けるのは常に社会的弱者です。児童養護施

設で育ち懸命に社会でがんばっている若者たちにおいてもそ

の影響は大きく、収入が減り生活困窮に陥る施設出身者も多

くいます。

ゴールドマン・サックス様におかれましては、そうした者た

ちへ手を差し伸べてくださった一燈照隅の思いが、やがて東

京ボランティア・市民活動センター様はじめ全国児童養護施

設協議会様のご尽力により、その灯火が瞬く間に国中を明る

く照らす万燈照国となり、多くの施設出身者に支援を届ける

ことができましたことに心より感謝申し上げます。全国から

寄せられました感謝の灯火をここにお届け致します。

NPOSTARS

代表理事 太田一平



この度は、施設の卒園生へ多大なご支援を頂きまして、誠にありがとうござ

いました。

新型コロナウィルスという目に見えず、いつ収束するかも分からないものの不

安の中、このようなご支援をいただけたことは、物理的な面はもちろん気持ち

の面でも卒園生にとって大きな支えになりました。

皆様からのご支援を励みに、今後も卒園生の支援に取組んでいきたいと思い

ます。

職員

この度は、ご支援いただきありがとうございました。頂いたクオカードは早速

使わせていただきました。大学は無事に卒業できそうです。新年度からは不動

産関係の仕事に就くことになりました。

今回支援していただいたことを無駄にしないよう、

これからも精一杯頑張っていきたいと思います。

退所生



コロナの時期で収入も減り生活が厳しい中、食料などを寄付してくださり、

ありがとうございました。

すごく助かりました。

退所生

いつもお世話になっております。

食料品やマスクのご寄付、ありがとうございます。

マスクは家に在庫がなかったため、とても感謝しています。

ゴールドマン・サックス証券のみな様のますますの

ご活躍をお祈りします。

退所生



この度は、マスクや食料品を送っていただき、本当にありがとうございまし

た。

仕事柄、常にマスクをしなくてはいけない為、減りが早く困っていたので、

大変助かりました。

ありがとうございました。

退所生

この度は支援物資をいただき、誠にありがとうございました。

新型肺炎が流行っている中、このようなご支援を くださることに、とても感謝

しています。

季節の変わり目になりますので、皆様もご自愛下さい。

退所生



いつも支えてくださって、ありがとうございます。

現在、山奥に住んでおり車も持っていず、買い物するのにも一苦労なので、お

米をいただきありがたかったです。

これからも施設の子どもを支えてあげて下さい。

退所生

先日は、食料品の支援をありがとうございました。

これからも日々精進してまいります。

このご恩は忘れません。

退所生



学園を卒園してからも、こうしてご支援をいただけて、とても助かっています。

ありがとうございます。

これからますます涼しくなってきますので、ご自愛下さい。

退所生

この度はマスクや食料品等、ご支援いただき

ありがとうございました。

特にマスクは入手困難な時期もあり、本当に助かりました。施設を卒園して10

年経ちますが、このようにまたご縁があること、とても嬉しくまた感謝してお

ります。

ゴールドマン・サックスの皆様にも嬉しいことがたくさんありますように。

退所生



この度はアウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうございま

した。

僕は児童養護施設を卒園して、現在、大学に通っていますが、コロナウィス

ルの状況でオンライン授業となり、課題も多くてやることが多かった時に、こ

の支援として頂いたクオカードでコンビニで手軽にご飯が食べれてとても助か

りました。

本当にありがとうございました。

退所生

この度は、アウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうござい

ます。

コロナの影響で仕事も少なくなり、もらえる金額も減っていた中、いただい

たクオカードは手持ちがなくて不安な中身近なコンビニでも使えるので、とて

も助かりました。ありがとうございました。

退所生



この度はこのようなご支援ありがとうございました。

３月に高校を卒業し就職しました。一人暮らしを始めた途端にコロナの影響に

よる自粛が始まり、急に仕事も休みになったことにより、生活が苦しく暫くは

アルバイトで生計を立てました。そんな時にこのような支援を頂き、心強く思

い、今でもまたいつかのピンチの時のために大切に取ってあります。ありがと

うございました。

退所生

この度はありがとうございます。

施設を巣立って１０年くらい経つ私にも？と思いサプライズのようなプレゼン

トすごくうれしかったです。頼れる親族もおらず、このような状況の中で、と

ても心温まるご支援でした。日常に使うアイテムの購入に活用させていただき

ました。ありがとうございます。

退所生



この度はこのようなご支援を頂きありがとうございました。想像もしていな

かったコロナウィルス流行で、全世界の人類すべてに多大な影響を及ぼし、そ

の渦に巻き込まれていた弱者の一人。仕事も減りお給料も減り、家計は苦しい

中で生活していた卒園生にまず連絡を取るきっかけを作っていただきましたこ

と、感謝申し上げます。

現状が把握できず、励ますことと物資も届けることができ、卒園生も大変喜ん

でおり、職員一同心より感謝しております。

本当にありがとうございました。

職員

卒園生の多くが接客業をしており、コロナ第１波の際には休業を余儀なくさ

れたり、リモートワークで研修が多くなったり、今後の生活に不安を抱えてい

る子が多くいました。大学進学した子については、入学式もなく前期はほぼリ

モートでいまだに友達がいない生活を送っています。それぞれの心細い気持ち

の中での支援は「ありがたい」という卒園生の声がたくさん届きました。本当

にありがとうございました。

職員



この度はこのようなご支援を頂きありがとうございました。

二つになる娘にもお菓子を買ってあげました。親子でおいしく食べれたのも

この支援があったおかげでもあります。

退所生

コロナ禍で社会が弱っている中では、いろいろな意味での蓄えや余裕がない

人は本当に不安で孤独です。私たちの知っている「社会的養護」から巣立った

人たちはまさにそのような不安で孤独な人が多いという現実があります。

そんな時、御社からのお心遣いは、当人たちはもとより、その人たちを支えよ

うとしている私たちにとっても大きな励ましとなりました。心からお礼申し上

げます。みんなで支えあって生きていくという、人間らしい在り方を子どもに

伝えていくとき、今回の御社のお心遣いを具体的な例として話していこうと思

います。

職員



このような支援ありがとうございました。

高校を卒業して間もなくの辛い時期だったので、とても助かりました。

退所生

転職しようとそれまでの仕事を辞めた後だったので、本当にうれしかったで

す。ありがとうございました！

退所生



コロナで仕事を見つけられず、毎日家で過ごす状況でとても大変な中、このよ

うな支援をしていただいたことにとても感謝しております。収入がないという

のは不安で、この生活がいつまで続くのかわからない状況はとてもつらかった

です。今は仕事を見つけられたのですが、コロナという状況はあまり変わって

いませんが、新しい生活様式の中で頑張っています。あの時の支援のおかげで

少し乗り切れたように思います。ありがとうございました。

退所生

この度はこのようなご支援をいただきありがとうございました。コロナウィ

ルスが世界中に広まり不安だらけの日常に、学園を卒園していった子ども達の

ことは心配でもなかなか支援をしてあげることが出来ない現状であったので、

どうしているか、生活は大丈夫なのか？とこの支援を元に多くの児童と連絡を

取ることが出来たこと大変感謝しています。コロナの影響により生活すること

への不安が多い中で、このような支援を頂き、卒園生自身が自分は一人ではな

い！多くの人から支えられているということも実感できたと思っています。

まだまだこの状況は続くと思いますが、私たち職員も学園内にいる児童はも

ちろん、卒園していった子ども達にも声をかけていきたいと思います。本当に

ありがとうございました。

職員



この度はアウトリーチプロジェクトにて支援していただきありがとうござい

ました。

私は高校を卒業して看護学校に進学しました。しかし、新型コロナの影響で

学校は6月からとなり、その間も看護学生という立場なのでアルバイトも禁止さ

れ生活が大変でした。そんな中こうした支援を頂き本当に助かりました。

他にも体温計など必要な物が手に入らず困りましたが、現在はアルバイトも

行いながら看護の勉強を頑張っています。

退所生

Ｋ・Ａちゃんへ

マイペースだけど将来のこともしっかり考えているＡちゃん。

中学高校と厳しい部活動も最後までやり遂げた姿はとても素敵でした。

痛みや苦しみを知っているＡちゃんだからこそ、患者さんに寄り添える看護

師になれると信じています。

ずっと応援してるからね！

一人で生活していく卒園生にとってはこうした支援は本当に助かります。毎日

の生活があっての将来です。感謝いたします。

職員



この度はアウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうございま

した。食材等を中心に頂き助かります。

僕は高校卒業後引っ越し会社に就職しました。

コロナの影響もありますが忙しく働いています。

暑い中の力仕事ですがマスクをしなければいけないのできつい時もあります。

当たり前ですが、仕事ですので上下関係も厳しいです。それでも一つずつ仕

事を覚えて早く一人前になりたいと思います。

バスケットボールが大好きですが運動しようにも公園とか体育館が開いてい

ないのでストレスが溜まります。こうした時は何度か卒園した施設に行ってバ

スケットをしました。

これからもよろしくお願いします。

退所生

Ｊ・Ｈくんへ

幼い時から活発で愛嬌がありみんなに可愛がられてきたＨくん。

時には手におえない時期もありましたが、今となってはすべてが大切な思い

出です。

休まず仕事に行けるかな…先輩と上手く付き合えるかな…続けられるかな…

と職員の心配は尽きませんが、卒業してこの半年、頑張っているあなたの姿を

見て職員は嬉しくてたまりません。

時々でいいから遊びに来てください！

このような支援により卒園生との繋がりが保てるということもあります。本

当に感謝いたします。

職員



これまで授業終わりや部活後にアルバイトを閉店まで頑張り、少しでも生活の安

定を保ちつつリフレッシュ等もしながら学生生活を過ごしてきました。しかし、

コロナ禍のなかアルバイトの制限があり、収入がほぼゼロになったときは大学生

活を継続していくことが難しいのではないかと思った時もありました。

この度、後期分の授業料として使用させて頂き大変助かりました。授業はオンラ

インではありますが、3回生でインターン等もありなかなかアルバイトに入る時

間がない中、本当に助かりました。

退所生

1回・2回生では、勉強と部活・アルバイトと日々ハードな生活をし、一時体調

を崩したこともありました。コロナ禍で少し時間にゆとりができ、本児にとって

は身体を休める期間となってくれたと思っていました。しかし、収入が減るもの

の、支払わないといけない家賃、光熱水費、授業料等があり本児からも不安だと

いう連絡があるなか、支援していただけると知り応募させて頂きました。コロナ

禍でなかなか本児と会えなかったですが、この機会に本児とも会うことが出来、

本当に感謝しております。

職員



祖母と生活をし始めましたが、やはり上手くいかず、一人暮らし等を考え看護の

勉強をしながらアルバイトを頑張ろうとしていました。しかし、コロナ禍でアル

バイトの制限がかかり思うように収入が得られないなか、後期の授業料分だけで

も収入を得ようかと思っていたところ、支援していただけると聞き驚きと感謝の

気持ちでいっぱいです。

このような状況の中でも支援していただけるかたがおられ、これからも将来の夢

に向かって一生懸命頑張って行こうと強く感じました。

退所生

今年度、看護学校へ進学し祖母宅での生活をスタートし出すも、コロナ禍のなか

オンライン授業や思うようにアルバイトが入れず収入が安定しないなか、祖母と

の関係も上手くいかない状況でした。これまでの貯えを切り崩しながら学校生活

を維持してきました。将来、看護師として働きたいと強い気持ちを持ち続けてい

る本児に何かアフター支援が出来ればと考えていたところ、このような支援をし

ていただけると聞き応募させて頂きました。

後期もこれまで以上に勉強が難しくなり、実技等も学ぶと聞いています。将来の

夢に向かう姿をこれからも応援していきたいと思っています。

職員



この度はアウトリーチプロジェクトのご支援をいただきありがとうございま

した。僕は施設を卒園後、飲食店で働いていましたが、コロナ禍の影響により

仕事を辞めることになりました。就職活動をしましたが、なかなか仕事が見付

からず、貯金を崩して生活していました。お金もなくなってきて、これからの

生活にとても不安でした。そのような時に、施設の職員から連絡が入り、アウ

トリーチプロジェクトのことを聞きました。生活費が苦しくなってきたことを、

自分から施設の職員にはなかなか言い出せなかったので、正直なところとても

助かりました。物資だけでなく、生活費の支援もしていただいたおかげで、よ

うやく仕事も見付かり、これから生活が安定していければと思っています。自

分だけで何とかしないとと思っていたのですが、このような支援をしていただ

いて、本当にありがとうございました。

退所生

退所者のニーズに合ったご支援をしていただき、本当にありがとうございま

した。アウトリーチプロジェクトの連絡をした際、はじめは特に困った様子は

見せず、「生活は大丈夫」と話していました。しかしこの連絡をきっかけに何

度も連絡を取り合う中で、ようやく生活の実態が見えてき、とても困っている

現状を把握することができました。はじめは物資支援、その後緊急的な生活費

の支援をしていただき、ようやく仕事を始め、安定した収入を得られるように

なり、生活が安定してきました。

身近な存在だからこそ、また頑張っている姿を見せないといけないと思って

いるからこそ、緊急時に頼ることが難しいことを改めて実感しました。連絡を

取り合うきっかけをいただけたこと、生活自体を支えていただけたこと深謝申

し上げます。

職員



この度はアウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうございま

した。

僕は施設を卒園して、引っ越し業者で働いています。コロナウイルスの状況

であまり仕事が入らない中、生活用品を送っていただき誠に感謝しています。

僕は、お客様と話したり荷物を運んだりすることが多いので、マスクや除菌

を送っていただきありがとうございます。これからもコロナウイルスに感染し

ないようにマスクや除菌を使い元気よく働いていきます。

退所生

このたびは、当園の卒園生にご支援をいただきありがとうございました。施設にお

いてもコロナ禍での卒園生の生活を心配している中、ゴールドマン・サックス様の支援

をきっかけに連絡を取りながら卒園児童の生活状況を確認する良い機会となりました。

現実は、仕事も減り、それに伴い収入も減る中、生活への想像以上の影響がありまし

た。それを考えながら関わりのあった職員が集まりどんな物品が必要だろうか、喜んで

くれるだろうかと食料品やコロナ予防の生活物品を送ることができました。

今回本人たちは、日中の接客業のため救援物資を受け取ることがなかなか出来ず、ア

ンケートの締め切りに間に合わなかった事をとても気にしており、今回直接、お礼状を

届けさせていただける機会をたいへん喜んでおりました。

いつまで続くかわからないコロナ禍の中で、必死に生活している卒園した子どもたち

がアウトリーチプロジェクトにより、施設以外の方たちからも応援してもらっている実

感が持てたことに心よりお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

職員



この度はゴールドマン・サックス社のご厚意によりご支援いただきありがと

うございました。

施設を卒園後、美容院で働いていますが、コロナの影響でお客様が減ってい

る中、マスクなど接客業では絶対に必要な物を的確に送ってくださり、とても

感謝しています。

今後も接客業のため送っていただいた除菌シートやマスクをしっかりと着用

して、健康的な生活が送れるようにがんばっていきます。

退所生

この度はご支援いただきありがとうございます。

僕は児童養護施設を卒園して、軌道工の会社に就職しました。

コロナウイルスの影響によりマスクを入手することが難しかったので送ってい

ただき感謝しています。自粛生活を送っていたのでレトルト食品も活用できま

した。

会社を退職してしまいましたが、今後は次の会社で認めていただけるように

一生懸命働きたいと思っています。

ご支援いただき本当にありがとうございました。

退所生



この度は、アウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうございまし

た。

僕は、大学4年生になり、現在就職活動をしています。その中で新型コロナウイ

ルスの影響で就職活動のみならず、アルバイトにも影響が出ていました。さらにこ

れから就職試験があるので、準備が必要でした。

経済的にも時間的にも余裕があるわけではなかったので、アウトリーチプロジェ

クトでの支援はとてもありがたかったです。本当にありがとうございました。

就職先が決まり、大学を卒業したら僕はまずお世話になった方に恩返しをしたい

と思っています。その後はまわりの人の役に立てる社会人になれるよう頑張ります。

退所生

今回アウトリーチプロジェクトを通して、卒園生に手紙を送る機会を与えてくだ

さったことに感謝しております。

手紙を書く中で、一緒に過ごした子どもとの思い出が頭に浮かんできました。楽

しかったこと、大変だったこと、いろいろです。

今の世の中の状況を考えると、今までよりさらに心配になります。お金に困って

いないか、単位は取れているか、就職活動は大丈夫か、身体を壊していないかなど、

心配しだすときりがないですが、「何かあってもなくても、いつでも連絡しておい

で。」と伝えました。気持ちを込めて書くとなんだか照れくさい気持ちにもなりま

すが、LINE等で伝える事とは違った手紙の良さを感じました。

本当にありがとうございました。

職員



この度はアウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうございま

した。

商品券ありがとうございました。その商品券でコロナ禍で生活に必要なマス

クやアルコール消毒、ウエットティッシュやハンドソープを買うことができま

した。

コロナにかからないように気を付けます。

ありがとうございました。

退所生

この度はアウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうございま

した。

コロナ禍にありましたが、いつものように仕事はあって、なんとか生活するこ

とができました。

アフターケアではできない物品購入ができました。

おかげさまでコロナにもならず頑張って働いて、生活できています。

ありがとうございました。

職員



この度はアウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうございま

した。

園の職員さんに消毒やウエットティッシュやマスクを買って送ってもらいま

した。マスクなどの値段が高い時期だったのでとても助かりました。

ありがとうございました。

退所生

この度はアウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうございま

した。

この取り組みを通して、ひとり暮らしをしている子の近況を知るだけでなく

コロナ禍で必要な生活物品を送ることができました。

普段のアフターケアではできない物品購入をして子どもに届けることができま

した。子どもからも「マスクと消毒はとてもありがたい」と言っていました。

ありがとうございました。

職員



この度は、ご支援いただきありがとうございました。

僕は児童養護施設を卒園して調理の専門学校に進学しました。

卒業後は飲食店で働いています。

コロナウイルスの影響で外出自粛の状況が続き、仕事ができない期間が長くあ

りました。

今回、マスクやレトルト食品など購入が難しい状況だったので、日頃から用

意しておくことの大切さも学びました。

今後は一人前の料理人になれるように頑張っていきたいです。

本当にありがとうございました。

退所生

この度は、当園を退園した児童に対してご支援いただき誠にありがとうございます。

退園後は１人暮らしと仕事の新たなスタートに加え、新型コロナウイルス感染症も流行

したため不安な生活を送っていたと思います。仕事が長い間休業になってしまった子もい

ました。自粛生活を送る中で、欲しくても手に入らないものもたくさんあると聞いていま

した。そのため、職員間で子ども達が今必要としているものは何かを検討し、マスクや除

菌シートなどの対策グッズや長期間保存可能な食品を選びました。受け取った子どもたち

からすぐに活用し、とても役立っていると聞き嬉しく思います。コロナウイルスに関わら

ず、防災を意識して非常食を用意しておく大切さも子どもたちと確認することができまし

た。

少しずつ仕事や生活も安定してきたと報告をうけています。今後も定期的に連絡を取り

ながら、子ども達の頑張りを見守っていきたいと考えております。本当にありがとうござ

いました。

職員



この度はアウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうございました。

私は今消防署で消防士として働いております。コロナ騒ぎで休業が多い中、リス

クを負いながらではありますが頑張っております。

園の皆様は元気でお過ごしでしょうか？外に出る機会があり、また感染に対して

不安を抱えながらの生活は児童含め職員の方もストレスでしょう。卒園を近く迎え

る子が将来に対して不安がないか心配です。職員のか方も忙しいとは思いますが、

どうか時間をかけ向き合ってほしいです。最後に皆様が一日でも早く快適に過ごせ

る日々が来るよういまはどうかご自愛下さい。また逢う日まで皆様が無事であるこ

とを願っています。

退所生

この度はアウトリーチプロジェクトにご支援いただきありがとうございまし

た。

近くに住んでいるお子さんには手渡しで届け、遠方のお子さんには電話連絡

をして送りました。扇風機が欲しいというお子さんや食材を買ってほしいお子

さんなど要望はそれぞれでしたが「あなたたちを応援してくれている人がいる

んだよ」とエール送ることができました。この機会を通して久々に話をして、

現況を知る機会となったお子さんもいて、職員にとっても有意義な機会となり

ました。改めて感謝申し上げます。

職員



この度はアウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうございまし

た。

今年３月に卒園し、現在は会社の寮で生活しています。コロナウイルスの影響

に伴い生活が苦しい中、食品や生活用品を支援して下さりありがとうございま

した。お陰様で何不自由なく生活出来ています。これからも体調を崩さないよ

うに仕事に励んでいきたいと思っております。

退所生

この度はアウトリーチプロジェクトにて沢山のご支援を頂きありがとうござ

いました。

コロナウイルスの影響を受け、仕事が減ったり解雇になってしまう卒園生もい

て不安な日々を過ごしている様でしたが、皆様からの暖かいご支援に力を頂き、

感謝の気持ちでいっぱいです。

アウトリーチプロジェクトを通して、卒園後も自分達の事を見守り応援して

下さる方々がいる事を伝える事が出来、子ども達の力となり皆、頑張っていま

す。お陰様で、それぞれが本当に必要な物を支援して頂けたので、卒園生も大

変喜んで居りました。

この度は本当にありがとうございました。

職員



この度はアウトリーチプロジェクトにてご支援いただきありがとうございまし

た。

現在会社員として働き一人暮らしをしています。コロナウイルスに伴い仕事の

勤務日数が減ってしまった為、生活に苦しんでいたのですが、支援品のお陰で

不自由なく生活を送る事が出来ております。これからも体に気をつけ、日々の

仕事に懸命に励んでいきたいと思います。

退所生

この度は、ご支援をしていただき、感謝しています。

児童養護施設を卒園してから数年が経ち、現在は自立して生活を送っていま

す。今回の新型コロナウイルスの影響を受けて仕事が十分できなくなったり、

生活への被害は予想していない出来事だったので驚きました。経済的に苦しい

なかマスクやアルコール消毒、非常食の提供は自立生活を送る中でとても助か

りました。

ご支援、ありがとうございました。

退所生



この度は、私どものために、このようなご支援をしていただき、誠に感謝いた

します。

今年3月に児童養護施設を卒園し、4月から自立ということで生活を送ってい

る状況ですが色々と不安が多く、特に経済面での不安は大きいと感じています。

そのようななか、衛生用品などの支給は、当時のマスクの品薄問題が直面して

いたため、とても助かりました。

支援していただいたことに感謝しつつ、今後の勉学に励んでいこうと思いま

す。ご支援、ありがとうございました。

退所生

この度は、私たちにご支援いただき、ありがとうございます。

コロナウイルスの影響で当時はマスクの品薄状態や食料品の買い占めなどで

今後の生活に不安が募るなか、様々な生活必需品を支給していただきありがと

うございました。

また、第二波が懸念されていたタイミングで衛生用品をいただけたことによ

り、外出時のリスクを軽減でき、安心して生活することができました。

重ね重ねにはなりますがご支援していただいたこと、感謝の気持ちでいっぱ

いです。本当にありがとうございました。

退所生



この度は、アウトリーチプロジェクトにて支援してくださり、大変ありがとう

ございました。私は、児童養護施設を卒園して現在、大学に通っています。今

回、新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が発令されたことによって大学

が休学になったり、アルバイトにも取り組むことが出来なくなった期間があり

ました。その為、外出することもなく家での生活を余儀なくされましたが今回

いただいた食品などの支援によって金銭的な部分で助けられました。又、当時

はマスクが品薄状況になっていたこともあって、マスクの支給は大変感謝して

います。

このようなご支援をしていただき、本当にありがとうございました。

退所生

ゴールドマンサックスの皆様の温かいご支援により、退所者の生活が支えられ、

大変な時期を乗り越えることが出来ました。誠にありがとうございました。退

所者から感謝の言葉が聞かれました。又、新型コロナウイルスによって新たに

本人が直面している課題について確認をすることができました。現在は、確認

した課題について支援を進めているところです。今後ともどうぞ宜しくお願い

致します。

職員


