
 

 

土砂降りの中のお楽しみ会 

どうも今年の話題は天気のことが多く上ったように思います。前回の育児院だよりも天気のことを取

り上げました。地球の気候変動（温暖化）が言われて久しいですが、国連における第 21 回気候変動枠

組条約締約国会議（COP）において結ばれたパリ協定から、6 月にアメリカが抜けるという衝撃を世界

に与えたのも今年でした。ここ数年の日本における気象庁が発表する天気予報に、「50 年に一度くらい

の・・・」とか「これまでに経験したことの無い・・・」というほどの大災害をもたらす危険性を注意

喚起する予報がしばしば出されており、国民ももう慣れっこになってしまうほどです。とはいえこのよ

うなマクロ的な気候の話をしたいのではありません。毎年恒例の埼玉育児院創立記念お楽しみ会の話で

す。地域の皆様はじめ、日ごろから子どもたちや埼玉育児院の活動をご理解いただきご支援くださって

いる皆様に感謝を伝えることと、広く地域に埼玉育児院のことを知っていただこうと開催しているイべ

ントです。毎年 300 名を超える皆様に足を運んでいただいております。残念にも今年の開催日 10 月

29 日は土砂降りの雨、しかも台風直撃が予想されるおまけ付きでの開催でした。先述しましたように、

10 月の下旬に 2 週連続して台風に見舞われる事態は過去に例を見ないことでした。1 週間前の 10 月

22 日に台風が直撃したことで、次週にお楽しみ会を予定していた私どもにとっては安堵感が広がって

おりました。それが一転しての出来事だったのです。開催すべきか中止すべきか。刻一刻と迫る台風関

連のニュースと天気予報とのにらめっこが続きました。開催日 4 日前の予報は、まさに関東地方直撃を

伝えていました。しかし、速度が上がらず、進路予想も少し南寄りの海上通過に代わったことで開催を

決断しました。毎年子どもたちにお楽しみ会開催のポスターを描いてもらっていますが、「雨天決行」

の 4 文字がしっかりと描かれています。ふたを開けてみれば予想通りの土砂降りの雨。毎年ボランティ

アで参加くださり、トン汁の提供をしてくださるつばさライオンズクラブ様、子どもたちが喜ぶ景品付

きのゲームで盛り上げてくださるパイオニア川越労組の皆さん、さらに出し物としてリトミック音楽を

聞かせてくださる方と川越音楽文化振興会の「音快」の皆さん方。とんでもない降り方をする雨の中、

本当に快く笑顔で来場してくださった皆様に接していただきました。幸い台風の直撃はなく、強風が吹

き荒れる中という状況にはならずに済み、終わってみれば例年来園してくださる数より 50 名ほど少な

い来園者の数でした。「こんな雨の中でも、たくさんの方が訪れてくれるんですね。感心しました。」と

出し物をしていただいた方の感想です。本当に地域の皆さんには感謝です。今後とも地域に愛される施

設として私たちは何を持って地域の皆さんに貢献できるのかを考えなければいけません。大したことは

できないかもしれませんが子どもたちを、育児院のことをよろしくお願いいたします。 

埼玉育児院 院長 柴山英士 
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 お楽しみ会 

 ありがとうございました！！ 
『いつもの育児院のお楽しみ会』 

今年のお楽しみ会は、10 月にも関わらず台風が接近するという強い雨の最中、無事に実施する事がで

きました。悪天候の中でも御来院して頂いた地域の皆様、お手伝いをして頂いたボランティアの皆様、

イベントゲストの皆様、また関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。 

 私自身、13 回目のお楽しみ会となりますが、記憶が正しければ雨の中でのお楽しみ会は、これで 2

回目となります。しかし、今回の様な強い雨での実施は初めての経験でした。前日の準備段階から強い

雨で、お客様は本当に来て頂けるのかと心配していましたが、当日多くのお客様に来て頂きました。 

 育児院のお楽しみ会には歴史があり、毎年開催していく事で、この地域に根付いているのだなと感じ

ました。ゲームをして楽しむ子どもたちの表情、イベントの音楽を聞いてリラックスしている表情、抽

選会の番号を読み上げるまでのワクワクした表情、どれもいつものお楽しみ会で見てきた表情でした。 

この「いつもある」事が継続されている素晴らしさ、「いつもある」事を継続させる大変さを感じまし

た。また来年も実施します。「あぁ、またいつも育児院さんでやってるやつね」となるように。 

お楽しみ会実行委員長 広野啓仁 

 

 
 

今年は二人の男の子が川越氷川神社にて、子どもの成長をお祝いしまし

た。緊張しながらもしっかりと参拝を行うことができました。 

普段共に過ごす施設職員だけでなく、保護者の方にも祝ってもらえた 

ことが思い出となってくれれば幸いです。 

絵馬にお願いごとを書いたり、おみくじを引いたり、千歳飴を食べたり 

しました。天気にも恵まれてとても素敵な七五三になりました。 

 

 



 

 

 

 

モンゴルより日本に児童福祉を学ぶ為留学をしていたズムさん。前号では、ズムさんの故郷であるモンゴルとい

う国について皆様にご紹介しました。本号では、モンゴルに帰国してからのズムさんの様子をご紹介します。 

 

～ズムさんより～ 
 

今は、モンゴル女子サッカーの通訳の仕事をしています。監督の言葉をメンバーに伝える事が主な仕事になり

ますが、日本の児童福祉現場で学んだ事がとても役に立っています。 

チームに属しているのは１０代の女の子です。メンバーの中にはお金持ちで、いつでも叔母さんに付き添われて

いる子もいれば、少し遠くから自分で練習場に通って来る子もいます。時にはバス代が無くて「練習に行けない」

と連絡が入ることもあります。その為、時にはメンバーの相談相手になって支えることも私の大事な仕事です。

その時に大事にしているのは、まず話をしっかり聞くということです。大人の目から見ると正しい事が何か答え

がわかる場合もありますが、それでもメンバーの話を聞くということを大切にしています。正しい事を教えるだ

けでなく、話を聞き一緒に時間を過ごす事が、子どもたちとの信頼関係を育み、お互いの成長につながると思っ

ています。これは日本での経験がとても役に立っています。 

チームの中には、色々な考え方をもったメンバーがいます。ただ、「サッカーで強くなりたい」と言う気持ち

は皆同じです。もちろん私もそう思っています。なので、その目標に近づけるように、時には相談にのり、時に

は指導しながらメンバーを支えています。モンゴル女子サッカーチームができてから２年目になります。今は世

界大会で初のゴールを決めるなど、メンバーの成長が結果につながってきている所です。メンバー一人一人の技

術や気持ちが育っていると実感でき、私はとても嬉しく感じています。 

私の目標は、モンゴルで施設から社会に出た子どもを支援する事です。 

私自身、モンゴルの施設で育ちました。施設は日本より大人の数が圧倒的に少なく、自分の事は自分でやるのが

当然です。大きくなれば小さい子の面倒を見るのも当然でした。子ども一人一人の把握も丁寧にされていなかっ

たので、私の時代は夏になれば施設を自分で出て行き、冬になると帰ってくる(マイナス３０度になるので、外

で生活は出来ない為)子も居たほどです。そして社会に出て行けば、一人で生活をしていかなくてはなりません。

しかし、実際は悪い友達とつながり、仕事が続かなくなってしまうという問題もあります。 

日本では、施設を退所した後も職員と連絡を取りながら、生活の場や生活スキルがなくて困った子どもに自立援

助ホームという支援体制があります。それが施設から社会に出て行く子どもの為にとても素晴らしいものだと感

じています。 

モンゴルでも社会に出た子ども達が、安心して社会の中で生活できるように支援をしていきたいと思っています。

それを目標に、今は NPO 設立に向けて準備をしています。 

日本で学んだ事とモンゴル人として自分が感じている事を合わせながら、施設出身者の支援体制をつくっていき

たいと考えています。 

最後になりますが、是非皆さんもモンゴルに来て下さい。素晴らしい空と山と動物達との出会いが待っていま

す。多くの自然と自然の中で生活をする文化もモンゴルには残っています。夜には信じられないような星空を見

る事が出来ます。同時に発展していく都市も見る事が出来ます。一家に一つ馬頭琴がありますので、その音色を

聞く事が出来るかもしれません。私もガイドできますので、その時は是非声を掛けて下さい。 



 

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：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 

ある日の出来事です。ひまわりルームを利用している子どもと夕食中にこんな会話をしま

した。 

利用児：「今度、食堂さんにいつもおいしいご飯ありがとうって言いに行こうかな？」 

職員：「それは、食堂の職員さんもきっと喜ぶよ。次にひまわりに来た時は、〇〇ちゃんも

夕食取りに一緒にいこうか？」 

利用児：「でも、恥ずかしいんだよね。」 

職員：「それじゃ、ご飯食べ終わったら、一緒にお手紙でも書く？」 

利用児：「うん。そうする。」 

 

夕食後、その子と一緒にお手紙を書きました。とても真剣な表情で手紙を書いていました。

限られた時間ということもあり、トワイライトを利用する子どもは、トワイライト担当職

員以外の育児院職員との接点はほとんどありません。しかし、実際はトワイライト担当職

員だけではなく、多くの大人が関わってこのひまわりルームがなりたっていること、たと

え目の前にいなくても、ひまわりルームを利用する子どもたちもたくさんの大人が見守っ

ているということ、少しでも感じてもらえたらと思いました。「できた。」と言って、笑顔

いっぱいにみせてくれたその子を見て、とても心があたたまりました。 

    



新聞から VOL7 

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 11 月 14 日 39 面要約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“機関連携”育児院でも、家庭引取りに関わらず自

立していく児童やすべての児童に重要な支援テーマ

の一つです。  

今までにも、機関連携がうまく機能し様々な課題を

克服し家庭引取り・家庭生活を実現できたケースがあ

る中で、「あれでよかったのかな？」「元気でやってい

るのかな？」と思いを馳せるケースもあります。 

 

私たちの 1 番の連携先は児童相談所です。 

家庭引取りは入所 2 年が勝負と言われ、初期の見立

てを児相と施設が共有した上で、それぞれの役割分担 

を確認し、着実に遂行していくことが大切だと感じ

ています。 

家庭引取りなどの目標に向けて、間延びせず前に進

んでいると実感することで親も私たちも頑張れます。 

私たちにとって、他機関との連携を図る上で核とな

る児相ですが、急増する虐待通告の対応に追われ多

忙・人員不足の影響を家庭支援に関しても感じます。 

目標の実現には児相のフットワークの軽さも重要

ですし、児相の担当ケースワーカーの力量で子どもの

一生が左右されてしまうという実感です。 

 

児相をはじめとする他機関に連携を要請するまで

には、施設内でもしっかりとした支援方針、それに伴

う意図的な関わりは必須です。そして、その前後で、

お家ごと、施設全体でその家庭について充分に話し合

えていることが必要です。 

そして、親と良い関係を築くことも求められます。

日常的な連絡のやり取り、行事に一緒に参加したりし

て交流を重ね、職員が愚痴や相談を聞く役割を担うこ

とで関係が深まり、本音を話してくれる・アドバイス

などに耳を傾けてもらえるようになる努力も必要だ

と思います。 施設職員がその役割を担えなくても、

所属に拘わらず、その家庭となんでも話せる支援者、

その家庭の立場から応援してくれる「お節介おばさん」

のような誰かが 1 人でもそばにいると、とても心強い

と思います。 

また、多様複雑化する家庭への支援も地域によって

多様化しています。ケースバイケースで、どんな支援

がその家庭に有効なのか見極めるとともに、その地域

にどんな社会資源があるのかなど、社会制度について

の積極的な勉強も今の育児院には、非常に大切です。 

社会制度だけでなく、“家族再構築とは”について

他機関との連携にズレが生じてしまわないよう児相

職員も施設職員も学ぶ必要があると感じています。 

 

 最近育児院では、遠方他県にいる親と数年越しで初

めて関わりを持てるようになったケースがあります。 

児童の様子を客観的な評価にしてくださったドクタ

ーや教育機関、親が住んでいる地域の職員の方々など

様々な機関の協力のおかげです。 

 

 また今回のこのページを作成するにあたって、施設

退所後連絡が途絶えている家庭に、何か働きかける必

要を再確認しました。 

『戻ってこない 母子の時間』 

孤立した母奪われた 9歳の命 

秋田県の児童養護施設に入所していた 9歳の女児が、

母宅への外泊中に母の無理心中により亡くなった。 

精神疾患を持つ母との 2人の母子家庭。本児が 5歳で

施設入所した時は、母のかかりつけの病院と児相が連

携し、要保護児童対策地域協議会でも取扱い、情報を

関係機関が共有していた。 

しかし、母が引っ越し、市が変わると支援が途絶えた。

引っ越し先の市へ母子の情報は伝えられたが、「児相が

介入していて、子は施設入所」ということで市や要対

協の対象にならなかった。 

 県がまとめた事件の検討報告書は、孤立していた母

への支援をめぐり、児相や自治体など関わりや連携が

不十分だったと指摘した。 

 厚労省の 2013 年の調査では、施設入所児の 8割に手

紙や面会等の家族交流があるが、将来的に家庭引取り

の見通しがある子は 3割程度にとどまる。 

 昨年度改正された児童虐待防止法などでは、親子関係

の再構築には児相だけでなく関係機関が連携しなけれ

ばならないと明記された。 



日 誌 
 
１０月 

1 日：赤い羽根募金活動 

２日：川越市子ども子育て会議（院長） 

４日：部署別/給食・主任会議 

６日：採用力アップ研修（戸川） 

７日：川越ＣＳ野外礼拝 

８日：地区体育祭参加 

11 日：職会・部署別 

全国児童養護施設協議会セミナー（院長、新田） 

15 日：ローラーブレード（森田様） 

17 日：やまぶき荘運動会ご招待 

18 日：委員会・部署別/給食・処遇主任会議 

    施設長会（院長） 

21 日：理事会/自立支援の勉強会（戸川） 

22 日：横浜観光レク（Ｃブロック さくらの家） 

25 日：性教育院内研修/部署別 

    川越市要保護児童対策地域協議会（新田） 

    はなこみち内覧会（院長、戸川） 

27 日：児童虐待防止支援研修会（新田） 

    人材確保委員会（院長） 

28 日：真寿園祭りご招待 

29 日：創立記念お楽しみ会 

30 日：川越市社会福祉大会（院長） 

31 日：埼玉県児童養護施設協議会勉強会（新田） 

１１月 

1 日：経営者会議/基幹主任会議 

2 日：フィリップモリス様奉仕活動 

5 日：山伝秋祭り参加 

6 日：埼玉県児童養護施設協議会新人研修 

（増元、中野） 

   さいたま市児相措置後調査 

   ＮＰＯ法人川越子育てネットワーク施設見学

（院長・基幹） 

7 日：部署別・主任会議/川越児相措置後調査 

    秩父学園職員施設見学（院長・基幹） 

8 日：全国児童養護施設協議会 全国大会（院長） 

9 日：食の研修（白石） 

10 日：南児相措置後調査 

12 日：川越市子どもかるた大会 

13 日：ディズニーランドレク（Ｄブロックりんご） 

15 日：部署別/主任会議 

埼玉県児童養護施設協議会総務委員会（院長） 

18 日：自然つながりプログラムご招待 

         （NPO 法人みらいの森様） 

19 日：川越ＣＳ祝福式ご招待 

21 日：委員会・処遇主任会/施設長会（院長） 

22 日：埼玉県指導監査 

23 日：嵐山学園 10 周年記念式典ご招待 

25 日：川越ライオンズ様ご招待サイボクハム他 

26 日：音楽ワークショップ/サッカーご招待 

28 日：全国児童養護施設協議会 関東事務職員大会 

29 日：食育院内研修/理事会/ヤマショーフーズ 

    全国研修指導者養成研修 ～12/1（松浦） 

30 日：埼玉児童養護施設協議会人材確保委員会 

                    （院長） 

１２月 

3 日：もちつき大会（杵っこの会様） 

5 日：中央児相措置後調査 

6 日：全国秋季セミナー ～12/8（川鍋） 

7 日：部署別/主任会議 

8 日：チャリティー川越音楽祭 

愛和病院様寄贈訪問 

三菱東京 UＦJ 銀行様 Xmas プレゼント寄贈 

9 日：自然つながりプログラムご招待 

        （NPO 法人みらいの森様） 

10 日：音楽ワークショップ 

11 日：施設長会（院長） 

12 日：委員会・部署別/給食会議・処遇主任会議 

13 日：施設長研修（院長） 

16 日：小江戸ライオンズクラブ Xmas 会慰問 

自然つながりプログラムご招待 

        （NPO 法人みらいの森様） 

17 日：ローラーブレード（森田様） 

20 日：部署別・職会/熊谷・越谷児相措置後調査 

埼玉児童養護施設協議会総務委員会（院長） 

川越市社協評議会 

22 日：終業式/川越 CSXmas 会 

24 日：音楽ワークショップ 

25 日：Xｍas 礼拝＆クリスマス会 

27 日：埼玉児童養護施設協議会人材確保委員会 

（院長）

 

いつもありがとうございます。・9/20～11/30・ 
 

《寄付者》安原昭司、山岸順子、養寿院、川越市更生保護女性会、斉藤春生、高星清、パールショップともえ川越店、 
埼玉県スポーツ用品商業協同組合、佐藤綾子、大石基司、鯨井、藤原伸二郎、板持一男、速水美智子 
梅澤幸子、今井陽介、ローラーブレードの方々、SBI 子ども希望財団、国立厨房サービス（株）、倉片清、 
（株）シライシ、（株）西村建設、飯能信用金庫笠幡支店、埼玉県更生保護女性連盟、匿名 

《学習ボランティア》石塚定次、松尾雄一（本園）、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 
《スケート教室》森田夫妻、大竹拓己                          （敬称略・順不同） 
編集後記 

  今年度３回目の育児院だよりです。今年も残すところ僅かとなりました。冬の寒さにも負けず、元気に外を走り回る子ども達の 

姿に私たちも元気をもらっています。寒さが日増しに強くなっていますが、皆様くれぐれもお体ご自愛ください。そして、よいお 

年をお迎えください。 


