
 

 

 

連続 21 日間降雨の夏 

一体どうなっているの？梅雨明けが例年通りで、今年の夏は本当に夏らしい天気になる

と信じて疑わなかったはず。なのに、東京（埼玉）ではあと一日で連続降雨記録に並ぶほ

どの、梅雨以上の雨降りの日が続きました。子どもたちも職員も、夏休み前からこの夏の

計画を思いめぐらし楽しみにしていました。幸い、どのおうちの計画も予定通りに行って

はいましたが、どこか喜びも楽しみも冴えない様子だったのは大いにこのお天気にありそ

うです。そこで今年の夏の思い出を一つ。毎年恒例の埼玉県にある児童養護施設同士のソ

フトボール大会、第 18 回親善球技大会が 8 月 23 日に行田市の行田市総合公園内にある

球技場で行われました。19 施設 23 チームの参加を得て、A、B、C のブロックに分かれ

熱戦を繰り広げました。A ブロックは、実力のある名実ともに強豪施設の集まるブロック。

B ブロックは、そこそこ試合になる程度の実力でどんぐりの背比べ程度の実力伯仲、参加

チームの最も多いブロック。C ブロックは、参加することに意義を感じる施設の集まるブ

ロックなのです。埼玉育児院は B ブロックにチームを送りました。27 対 0 という大差で

トーナメント一回戦での敗退でした。対戦したのは、結局 B ブロックで優勝した神愛ホー

ムチームでした。我がチームにとって負けたとはいえ、威張って帰れる格好の口実が見つ

かりました。一つは、この夏の長雨で、チーム練習ができたのはわずか 2 日だけだったと

のこと。もう一つは、しょっぱなから優勝チームと当たってしまったこと。子どもたちは

一生懸命に、大いにソフトを楽しんでいました。ただ子どもたちを指導した職員たちは、

残念と言いながら笑いのある中で実力差のあるチーム事情に「相手チームは B ブロックの

範疇のチームじゃないよね」と子ども以上に熱くなっていました。長雨の影響で、もっと

もっと子どもたち同士チームとしてのまとまりを作れればよかったのにと残念がってもい

ました。早くも来年こそはと闘志を燃やす職員もいました。施設の小規模化、グループホ

ームなどへの分散化、また、できるだけ施設の中よりも地域とのつながりを大切にしたい

と考える施設等もあって、子どもたちが一体感を持って取り組める機会が少なくなってい

ます。 埼玉県児童福祉施設協議会が 18 年にわたって取り組んでいるこの親善球技大会は、

どんな因果があったにせよ、くしくも児童養護施設に同じ時期同じことに同じ時間を過ご

すことで得られる一体感に浸れる数少ない機会として、今後とも続けていってほしいと思

います。今年の夏の長雨に、数少ない練習であったからこそ、27 対 0 という大差で負けた、

参加した子どもたちに屈辱感よりも一体感と充実感をもたらしてくれたと感謝したい気持

ちになりました。自然にはあらがえない夏の思い出です。 
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チャリティーコンサートを終えて 
 

 

初雁の姿に秋の訪れを感じる頃となりました。夏の甲子園で、埼玉県代表の

花咲徳栄高校が優勝し、一層熱を増した夏の終わりが寂しく思われる方もおら

れるのではないでしょうか。 

平成２９年７月１日土曜日 川越市やまぶき会館において開催しました埼玉

育児院チャリティーコンサート、たくさんの皆様からご来場いただきまして誠

にありがとうございました。 

運営スタッフ一同を代表し、御礼申し上げます。応援のお言葉もいただき、

今後の励みになりました。また、コンサートの開催に関しましてご支援・ご協

力いただいた皆様にも、心からの感謝の気持ちで一杯です。 

今回のコンサートを通じて「支え」ということについて考えました。便利な

世の中になり、情報はボタン一つで手に入り、直接相手と顔を合わせずとも言

葉を交わすことができるようになる中で、人と人同士の関わりが希薄になって

いると言われています。直接関わることが少なくなると、なんだか自分ひとり

でなんでもできてしまうような、そんな錯覚に陥ることが私自身多々あるなと

思っています。そんな中で今回のコンサートの開催においては、何をするにも

周りの皆様の力を借りることの連続でした。改めてどんなことも支え合いのも

との成り立ちなのだと痛感し、内省しました。 

早いもので、埼玉育児院チャリティコンサートも今年で９回を数え、次回で

１０回の節目を迎えます。これからも感謝の気持ちとご来場の皆様にお楽しみ

いただける工夫を大切に、コンサートの運営を行っていきます。 

コンサートの収益金は埼玉育児院で暮らす子どもたちの生活に役立てられて

います。今後も子どもたちの安全安心な暮らしのために職員一同尽力してまい

ります。 

秋が深まりゆく季節、皆様のご健康をお祈りして挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

 

チャリティーコンサート実行委員一同 
 

 



 

                  

モンゴルより、日本の児童福祉を学ぶために留学をしていたズムさん。留学中の 2 年間は、

埼玉育児院で子どもたちと共に生活をしていました。ズムさんが留学を終えモンゴルに帰国

して、早いもので約 2 年の歳月が流れましたが、今年の夏休みを利用してある職員がズム

さんに会いにモンゴルへ行ってきました。育児院だよりでは、そんなズムさんに依頼して、

帰国してからの様子、ズムさんの故郷であるモンゴルという国について、2 週にわたって皆

様にご紹介したいと思います。1 週目はズムさんの故郷であるモンゴルという国についてで

す。      

私の名前はズム・ナラントヤと言います。モンゴルの首都ウランバートルに住んでいます。 

５年前に児童福祉について学ぶため、日本に留学していました。埼玉育児院では２年間生活

をしていました。 

モンゴルの田舎はとても広い草原と空と山と自由があります。私はモンゴルの田舎が大好き

です。田舎の人はゲルと言う手作りの家で生活をしています。馬・羊・牛等を育てており、

動物たちと一緒に生活をしています。 

朝は乳しぼりをし、それを沸かして上澄みをウルム(チーズ)にします。残った牛乳はそのま

ま飲んだり、スーテツアイ(塩入のミルクティー)にしたり、ヨーグルトにします。ヨーグル

トは数日たつと酸っぱくなるので、アルルと言う乳酸菓子にします。このように、モンゴル

の人たちにとって、乳製品は生活に欠かせないものでとても重宝されています。 

また、モンゴルの人たちは子どものころから皆馬に乗ります。早くて３歳くらいから一人で

馬に乗るようになります。モンゴルでは年に１度ナーダムと言う大きな大会が開催されます

が、そのうちの一つに競馬があります。大会で騎手になるのは体重の軽い子どもで、小学生

位の子どもが選ばれます。選ばれた子どもは、大会までの１カ月馬と共に生活をし、馬のお

世話をしたり、馬に乗ったりしながら関係性を作っていきます。大会に優勝すると１年間は

ヒーローになります。 

モンゴルの首都のウランバートルは、高層ビルが建ち、車がたくさん走る街になりました。

モンゴルでは燃費が良く、壊れないという理由で日本のプリウスが多く使われています。し

かし、ウランバートル内は車が多すぎるので、車のナンバーによって車を使えない曜日が決

められています。 

モンゴルは乳製品・肉は国内で生産していますが、それ以外の野菜や日用品は外国からの輸

入が多いです。主に中国や韓国やロシアです。日本製品も米・醤油・うどん・ゴマダレ等は

大きいスーパーに行けばたくさん売っています。 

都会に住んでいても、田舎が好きな人が多いです。休日になれば田舎に行ってキャンプをし

たり、草原を走ってのんびりと過ごすことが好きな人達が多いです。モンゴルの人は自分の

家を持ったら馬頭琴を持ちたいという気持ちを持っています。馬は私たちの誇りです。 



 

～Ｃブロック～       

BBQ を行いました！ 

             職員とジャンケンをしてアイスの争奪戦をやりました。 

ジャンケンに時間がかかってしまい、だいぶ溶けてしまった

アイスの人もいましたがみんなおいしくいただきました！

今年は天候が悪く外でできなかったので来年こそは外で思

い切り BBQ をしたいと思います！ 

               

～A ブロック～       

昨年に引き続き、千葉県房州に行ってきました！台風の予報

でしたが、無事に晴れ 2 泊３日子どもたちと思い切り遊び

ました。3 日目にロープウェイで山の頂上まで登り『地獄覗

き』という崖のスポットまで行きました。山登り経験があま

りない子どもたちでしたが、みんな頑張って登り、自然を感

じられた 2 泊 3 日の夏レクでした！ 

 

～B ブロック～ 

茨城県伊師浜海水浴場とアクアワールド大洗水族館へ 

行ってきました！初日の海では、みんな日焼けをし 

て夏らしい肌の色になりました！2 日目の水族館では 

イルカショーに目を輝かせるみんなの姿が！！たくさん 

の魚やサメを見て大満足の表情でした。1 泊 2 日で短か 

ったのですが、みんな疲れてすぐに眠ってしまいました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

～Ｄブロック～        

巾着田へＢＢＱに行きました。前日が雨で増水 

が心配されましたが当日は水量も問題なく、 

河原の中では子ども達が 1 番元気に水遊びをし 

ていました。 

お肉も焼きそばもたくさん食べ、その後は男女に分かれて温

泉へ行き、心も身体もリフレッシュしてきました！ 

 

～松本ホーム～  

静岡県川奈いるか浜海水浴場と新江ノ島水族館へ 

行きました。車と電車で分かれて行ったのですが、 

車組みは 7 時間かかり、到着はお昼になってしま 

いました。 

天候も悪く、寒かったのですがみんな楽しく 

泳いでいました！そして旅館がとても豪華！ 

次から次へと美味しい食べ物が出てくるので 

「すごーい」「美味しそう」と子どもも大人も終始言っていました。 

～原田ホーム～        としまえんと温泉に行ってきました！ 

プールでたくさん遊び、アスレチックやスライダーにも挑

戦しました。その後、イタリア料理店に行き初めて食べる

クリームブリュレに驚く子どもの姿もありました。日帰り

旅行でしたが、ホーム全員で 1 日身体を思い切り動かし、

楽しむことができました！ 
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子育て支援事業【ひまわりルーム】 
埼玉育児院では川越市から委託を受け、ショートステイ事業･トワイライトステイ事業を運営しています。 

※ショートステイ：家庭で児童の養育が一時的に困難になった時,施設で宿泊を伴う養育,保護を

行ないます。 

※トワイライトステイ：17 時～21 時 30 分まで「お子さんをお預かりします。」 

※開所日は月～金曜日です。土、日、祝日は行なっていません。 

 

 

ひまわりルームの様子 

 ひまわりルームの保育士さんが玄関ドアに季節にあった飾り物を作ってくれました！！

今回はまさに夏ということもあり、ひまわりルームにぴったりのとてもかわいいひまわり

です。ちなみに、6 月は梅雨ということもあり、かわいいカエルさんと傘の飾り物でした。

子どもたちが、ひまわりルームに来て最初に目につくのが玄関です。だからこそ、少しで

も子どもたちが来た時に、安心や温かさを感じてほしいと作成してくれた保育士さんは言

っていました。こうした小さな気配りや配慮の大切さを改めて感じさせていただきました。 

本当に感謝です。  

また、ひまわりルームでは、こうした飾り物などの工作を子どもたちとも一緒にやって

います。工作タイムはとても人気で、作ったものをお家に持って帰りお母さん、お父さん

にあげるという子どもや、作ったものをひまわりルームに飾らしてくれる子どももいます。 

ひまわりルームで過ごす時間は短いですが、その短い時間の中で少しでも子どもたちが

楽しい時間を過ごしてもらえるよう、職員一同日々模索しながらも一緒に楽しんでいます。 

さて、次はどんな飾り物が玄関に登場するのかとても楽しみです！！ 

    



新聞から  Vol.６ 

昨年度から引き続き、育児院だよりの連載企画。

児童福祉や社会的養護に関する新聞記事に対

し、育児院の状況や課題などをお伝えします。 

今回は、 

朝日新聞 平成 29 年８月 1 日 掲載の記事。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の内容から読み取れることを簡単にまとめると。 

①里親を増やさなければいけない→施設は、(1)里親

実習が増える、(2)里親不調が増え、その受け皿にな

る。 

②特定の大人との安定した関係をつくる環境が必要

で、里親委託やファミリーホームを増やす→施設では

「愛着形成」が難しい。 

③専門性のある治療的ケアが必要な場合は施設入所

→「専門性のある治療的ケアが必要でない子」は施設

に来ない。 

④幼児は原則、施設入所なし→入所の多くが高齢児に

なる。 

⑤手厚いケアが必要な場合のみ施設で受け入れ→

施設で手厚いケアを行わなければならない。 

⑥10 年以内に最大 6 人以下に小規模化させる→

GH の充実が必要。  

ということになります。 

そんな簡単に実現するような目標ではないですが、

今後の児童養護施設の動向を考えると、埼玉育児院も

うかうかしていられません。 

施設に「治療的」「手厚い」ケアが求められていま

す。愛着形成は難しいとされている児童養護施設です

が、埼玉育児院で働く職員はなにを考えているでしょ

う？ 勤務年数５年目以上になる職員に聞いてみま

した。 

 

 多く職員の回答でキーワードになったのは、やはり

「治療的・手厚いケア」です。 日々の勤務の中で、

時間に追われ、どうにか子どもたちの安全安心な生活

を維持することで精一杯な現状があります。 

『そんな状況の中で「治療的・手厚いケア」って…。』

というような、戸惑いや不安の声が多く聞かれました。 

まずは、職員のスキルアップのためにも、余裕や安心

して長く働ける環境の構築が必要という声も多くあ

ります。改善されているとはいえ、長年の課題でもあ

る職員配置基準が今以上に「手厚く」ならないと、職

員の負担ばかりが増えてしまうように思えてなりま

せん。 

そんな中でも、勤続 10 年以上の職員からは、 

・愛着形成は難しくても、信頼関係は築ける。 

・育児院には職員が自分の足で成長できる環境がある。 

・「治療的ケア」改めて何かをすることではなく、今

の養育を深めていくことで実現可能。 

・「手厚いケア」単に人手が多いことではなく、子ど

もたちがホっとできる、安心できる日常生活が営まれ

ているかどうか。 

など、頼もしく心強い声もありました。 

 

今回の新聞記事を通して、時代とともに変化してき

た児童養護施設の役割、自分たちに求められる専門性、

スキルや知識を磨き続ける自らの努力の必要性、など

を再確認する機会となりました。 

埼玉育児院の将来を見据えながら、今後の施設運営

をより多くの皆様と全職員で考えていきたいと思い

ます。 

養育「家庭に近い環境で」 厚労省里親の大幅目標ア

ップ 

 虐待などで親元で暮らせない子どもの受け皿とし

て、里親を大幅に増やすことになった。… 

2015年段階で児童養護施設など大規模施設で7割以上

が暮らし、里親やファミリーホームは 2割未満だ。今

後は29年度までにそれぞれ3分の1にするのが目標だ

が、厚労省は増え続ける児童虐待に対応するため、特

定の大人との安定した関係をつくる「愛着形成」をし

やすい環境づくりが必要と判断した。 

新たな目標では、(１)まず家庭への支援に重点を置く 

(２)家庭で育てるのが難しい場合、家庭環境と近い里

親委託や特別養子縁組を優先する(３)専門性のある治

療的ケアが必要な場合などは小規模化した施設に入る

― 

…特別養子縁組も倍増の年 1千件を目指し、就学前は

原則、施設に入れないことも盛り込んだ。 

 手厚いケアが必要な場合は施設で受け入れるが、原

則、乳幼児で数か月以内、就学後は 1年以内とした。

大規模施設は10年以内に最大6人以下に小規模化させ

る目標も打ち出した。… 



 日 誌 
 
７月 

1 日：チャリティーコンサート/グランドゴルフ 

   人材フェア（新田、松浦） 

２日：スケート教室 

４日：関ブロ施設長研修（院長） 

5 日：ＣＡＰクレヨン大人のワークショップ 

6 日：部署別・主任会 

７日：江戸川区民生委員会見学 

 福祉医療機構セミナー（高橋） 

８日：ＳＢＩ後期研修（小池）/みらいの森招待 

９日：自治会対抗ソフトボール（戸川） 

10 日：埼児協総務委員会（院長） 

11 日：1・2 年目職員院内研修/職員会議 

12 日：委員会・部署別/ＣＡＰクレヨン大人のワー 

クショップ/後援会チャリコン合同反省会 

13 日：埼児研（望月）/里親委託等推進委員会     

    川越市子ども子育て会議（院長） 

14 日：福祉医療機構セミナー（高橋） 

16 日：ＣＡＰワークショップ子ども対象① 

17 日：ソフト実行委員会（二本） 

18 日：退所児童に係る連絡会議（新田） 

20 日：電話相談員・川越市話し合い 

山伝代議員会（院長） 

21 日：里親制度実務者合同研修情報交換会（須藤） 

埼児協人材確保委員会（院長） 

22 日：ひばり幼稚園夏祭り/里親認定前実習 

23 日：霞中ＰＴＡ奉仕活動 

28 日：里親制度のための講座（須藤） 

29 日：里親制度普及講座（須藤） 

31 日：みらいの森キャンプ招待 

ひばり幼稚園お泊り保育 

８月 

2 日：ひばり幼稚園夏期保育 

6 日：実習オリエンテーション/スケート教室 

7 日：Ａブロックレク 

ナレッジマネジメント研修（院長） 

   

8 日：ＣブロックＢＢＱレク 

    川越市社協福祉大会運営委員会（院長） 

9 日：B ブロックレク 

10 日：ワーカーズコープ主催セミナー（新田） 

11 日：ＧＨ松本レク 

12 日：里親認定前研修 

15 日：さくらの家水上公園レク 

16 日：コスモス弐の家水上公園レク 

17 日：原田Ｈとしまえんレク/ＤブロックＢＢＱレク 

20 日：川島あいコンサート/リスク委員会 

おかあさんといっしょ招待 

21 日：のぞみ幼稚園夏季保育 

22 日：霞中連絡会 

23 日：親善球技大会 

24 日：経営協セミナー（高橋） 

25 日：パイオニア招待サマーランド 

28 日：ナレッジマネジメント研修（院長） 

29 日：埼児協人材確保委員会（院長） 

30 日：埼児協総務委員会（院長） 

９月 

3 日：スケート教室 

5 日：基幹的職員フォローアップ研修（戸川） 

6 日：川越市社会福祉大会表彰選考委員会（院長） 

7 日：部署別・主任会/霞小連絡会 

8 日：施設長会（院長） 

9 日：職員採用選考日/積和建設ボウリング招待 

11 日：川越市民生委員見学 

12 日：書記会（高橋） 

13 日：職員会議・部署別 

16 日：サッカー招待/名細中体育祭 

18 日：ひばり幼稚園祖父母参観 

20 日：委員会・部署別/東京都給食部会 

22 日：派遣研修事前オリ（二本・関本） 

23 日：みらいの森招待/見学採用説明会 

27 日：ケース・部署別/主任座談会 

29 日：埼児協人材確保委員会（院長） 

30 日：職員採用選考日/サッカー招待 

 
いつもありがとうございます。・６～９月・ 

 

《寄付者》セカンドハーベストジャパン、パールショップともえ川越店、勝木洋文、オータ川島店、まいまいの会 
杉田修一、高星清、田上萌々子、市川滝美、オータ狭山スロット館、オータ狭山パチンコ館、増居 
八百元、（株）ＮＨＫエデュケーショナル、西後楽会館、熊本美智子、谷恵子、牛尾秀明、原健治 
厚生保護女性会、倉片清、井上耀基、関本賢、OaK キャピタル株式会社、託児グループさくらんぼ 
元山猛、フィリップモリスジャパン株式会社、大石基司 

《学習ボランティア》石塚定次、唐津輝夫、唐津明（ＧＨ松本）、山岸智也、鈴木敦史 
《育児院だより発送》埼玉育児院サポートクラブ 
《日中保育ボランティア》長内利克、山崎博子、桑原守弘・守恵 《ピアノボランティア》小名木千穂 
《遊びボランティア》齋藤香菜、池ヶ谷帆香 
《スケート教室》森田夫妻、大竹拓己  《環境整備ボランティア》永田光季        （敬称略・順不同） 

 

編集後記 

 今年度 2 回目の育児院だよりです。7 月・8 月は夏休みということもあり、セミの鳴き声に負けないくらい子どもたちの外で遊ぶ元気な声

が響いていました。夏休みにはレクを計画するところも多く、レクから帰った子どもたちが日焼けしながらも充実した顔をしていたのが非常

に印象的でした。まだまだ寒暖差の激しい日は続いておりますが、どうぞ皆さまもお体ご自愛ください。 


