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後援会会長の交代
私たちの施設には後援会があります。平成３０年度の総会において、会長の交代が承認され
ました。忘れもしない平成１９年の１１月に設立総会が開催され、初代会長に前会長のご母堂
様、斉藤信子様に会長職を担っていただきました。出来るだけ地元で応援してくださる方に声
をかけさせていただき、川越にゆかりのある方々に後援会の理事や役員をお願いし引き受けて
いただきました。あれから１１年、後援会には様々な所で施設もまた子どもたちも大変お世話
になっています。設立年の翌年から、育児院の子どもたちの住む居住棟がかなり老朽化し、耐
震構造にもなっていなかったため、早急に建て替えが必要としていたこともあって、その建設
資金を少しでも支援しようとチャリティーコンサートを開催することを後援会の具体的活動と
して決定し、現在も続けてくれています。平成 25 年 9 月に斉藤信子初代会長が急逝され、そ
のご子息である斉藤正身様が二代目会長を引き受けてくださり、今年まで努めてくださいまし
た。実は斉藤正身会長は、母親の遺志を継がなければならないという一念から、本来ならば引
き受ける隙間などないほどの多忙な日々を過ごしていらっしゃる身にもかかわらず、そんなこ
とは就任の時にはにこやかな笑顔の裏に押し隠して私たち埼玉育児院のために一肌脱ぐ覚悟を
していただけたのだと後から知りました。平成 26 年の 5 月の総会後、6 月から正式に埼玉育
児院後援会第二代会長としてその任についていただきました。都合 4 年もの間、本当に無理や
りスケジュールをお取りいただくようなこともあったろうと思いますが、役員会やチャリティ
ーコンサート実行委員会の集まり、当日の会場への出席、その他の育児院のイヴェント等への
出席など相当無理を押し付けてしまっていたのだろうと申し訳ない気持ちでいっぱいです。ま
た、育児院の子どもたちの実情にも斉藤会長は常々関心を寄せられ、今でこそ給付型の奨学金
が徐々に増えてきてはいますが、18 歳で施設を出て大学等進学を目指す子どもにとって、生
活と勉学の両立が、特に経済的にむつかしいことを知るや、就学助成金の仕組みを作っていた
だきました。すでに 3 名の子どもたちに後援会からの助成金が届けられています。
これからもますますより重要な役目を引き受けなければならない斉藤会長様から、昨年の 11
月に会長職を辞したいとのお申し出があり、総会にて承認され、第三代会長に發智金一郎様に
引き継いでいただきました。斉藤会長には親子二代にわたって本当にお世話になりました。感
謝してもしつくせないと思いますが、今後のご活躍をお祈りいたしますとともに、どうぞ埼玉
育児院の子どもたちのこと、今後とも見守っていてください。子どもたち、職員一同に代わり
御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
埼玉育児院

院長

柴山英士

第 10 回埼玉育児院

チャリティーコンサート

心おどる歌の贈りもの

第 10 回埼玉育児院チャリティーコンサートが開催されます。
14:00～16:00（開場 13:15）
日時：平成 30 年 7 月 29 日(日)
℡049－222－4678
会場：川越市やまぶき会館ホール
入場料：2000 円
主催：児童養護施設 埼玉育児院後援会
後援：川越市・川越市教育委員会・川越市社会福祉協議会
≪お問い合わせ≫ 埼玉育児院 電話：049－231－2107

メール：info@ikujiin.net

川越西口バス乗り場 １・２・３・５・６番「一番街」下車徒歩 5 分／7 番「大手町」下車徒歩 3 分
本川越駅乗り場
5 番 「一番街」または「大手町」下車
※当日は市街で百万灯夏まつりが開催されるため、バスの臨時運行にご注意ください。

今月号より『こどもの声』を連載していきます｡

翌週に体育祭を控えた高校生も
特別参加してくれました。

グループホーム・地域小規模児童養護施設
埼玉育児院には、地域小規模児童養護施設と言われるグループホームが 2 カ所あります。
厚生労働省

児童養護施設運営指針より

子どもの生活の場をできるだけ家庭あるいは家庭的な環境で養育する「家庭的養護」と、
個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく進めていく「個別化」が必要である。
できる限り小規模で家庭的な養育環境(小規模グループケア・グループホーム)の形態に変
えていくことが必要である。

「グループホームの調理について」
埼玉育児院のグループホームの特徴として全調理があります。本園では栄養士が献立を立て、調理員がご飯を
作ります。グループホームは職員が献立を立て、買い物に行き朝、昼、夜の子どもたちのご飯を作ります。バラ
ンス良く、栄養のある美味しい食事を作るように心がけています。
季節によって旬のものを取り入れたり、行事にちなんで、雛祭りはちらしずし、節分は恵方巻きなど作ります。
職員によって個性が出てオリジナル料理を作ったりもしています。
また、子どもの誕生日にはリクエストメニューを聞いて特別な料理を作り、大切な誕生日をみんなでお祝いし
ます。
一緒にキッチンに立って手伝いをしてくれたり、大人が料理するところを近くで見ることができたり、日頃か
ら子どもたちの声を聞いて子どもの要望もとり入れたメニューを作ってあげることができるのがグループホー
ムのいい所です。
日々の食事は一汁三菜を心がけてい
ます！松本ホームこだわりは出汁と
「さしすせそ」から料理を作ること。

誕生日の手作りケーキ！

次回号は中学生編です。

B ブロック、豊島大地（とよしまだいち）
です。特徴は、髪の毛が天然パーマで目が細
いです。見た目からは少し意外かもしれませ
んが、ピンク色が大好きです。今ハマってい
る事は、綺麗な景色を見る事です。綺麗な景
色を見ると心が癒されます。私も子ども達に
とって、そのような存在でありたいと思って
います。いい時も、そうでない時もあるかと
思いますが一生懸命頑張ります。

松本ホームに配属された小松文子（こまつあ
やこ）です。趣味は楽器を演奏する事です。
ピアノが得意でギターは下手なのに好きで
す。運動神経はゼロですが、外で思いっきり
身体を動かす事も大好きです。この世で一番
好きな食べ物はギョーザで、ギョーザと白い
ゴハンがあれば幸せです。みなさんの好きな
事、好きな物なども教えて下さいね。
宜しくお願い致します。

Ｂブロックに配属されました、高田愛美
（たかだあいみ）です。好きな事は習字
です！
最近はジャニーズを好きになりました。
話をする事が好きなので、たくさん話を
して、子ども達と一緒に成長しながら楽
しく過ごしていきたいです。
宜しくお願いします！！

昨年 9 月 26 日から育児院の看護師をし
ている、新井淑乃(あらいよしの)です。
テニス観戦が大好きで、日頃からテレビで
錦織圭選手を応援しています。いつかまた
テニスをやりたいな～と思っている今日
この頃です。普段は事務棟の医務室にいま
す。気軽に声をかけてくださいね～。また、
からだのお悩みなんかもあれば、いつでも
相談してくださいね！どうぞよろしくお
願いします☆

Ｃブロックに配属されました山口多花代（や
まぐちたかよ）です。出身は福岡で高校まで
福岡で過ごしていたので、とんこつラーメン、
明太子が大好きです。好きな事は、旅をする
ことです。自然の多い静かな田舎道が大好き
です。最近はクロスステッチも好きで一つの
絵を作り上げるのが楽しいです。子ども達と
安全安心で楽しい生活を過ごせるよう頑張り
ます。
よろしくお願いします。

Ｃブロックに配属されました。畝本実侑（せ
もとみゆ）です。東京都にある伊豆七島の「神
津島」出身です。ＡＫＢ４８が大好きです。
小学 5 年生から高校３年生までバレーボール
をやっていました。ポジションはリベロです。
チームの人数が少ない時や場合によってはレ
フトやライトもやっていました。
子ども達と毎日楽しく過ごしながら、一緒に
成長していきたいです。
よろしくお願い致します。

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「夜間の時間、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。

ひまわりルーム職員からの一言
新年度となったこともあり、今年度ひまわりルームを担当する職員から一言メッセージ
をいただきました。ひまわりルームを利用する子どもたちが、少しでも楽しい時間を過ご
してもらえるよう、担当職員一同日々模索しながらも、子どもたちと過ごす時間を大切に
しています。

今年度からひまわりルームの担当職員に
なりました中野です。
子どもたちが安心・安全で楽しく過ご
せるように頑張っていきたいと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。
中野

ひまわりルームを担当させて頂く國分と申し

ひまわり(ショート・トワイライト事

ます。お父さん、お母さんが安心してお仕事が

業)

できるよう、子どもたちが毎日元気で楽しく、

の送迎を担当することになりました、

活き活きと過ごせるよう、微力ながらお手伝い

小林と申します。お子様を安全に送迎

させていただきます。よろしくお願いいたしま

することに責任を持って努めさせてい

こく ぶ

す。

國分

ただきます。どうぞよろしくお願いい

今年度は、これまでひまわりルームを担当していた中田、池本、遠藤に加え、新たな職員
として、運営管理責任者の髙倉と中野、國分、小林の７名の職員でひまわりルーム（ショー
ト・トワイライト事業）の運営を行います。今後ともこれまで同様にご支援ご協力をお願い
申し上げます。また、ご興味がありましたら、是非一度見学にお越しください。

日
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4月
1 日：川越教会イースター祭
2 日：辞令交付式/第 2 回院内新任研修
3 日：Ｂ花見レク
4 日： CＤ花見レク
5 日：経営者会議
8 日：スケート教室
９日：後援会役員会
11 日：アセスメント会議・運営会議
12 日：埼児研(川鍋)/太田地区民生児童委員協議会
見学/埼児協人材確保委員会（院長）
17 日：埼児協総務委員会（院長）
18 日：部署別/職会/スマホ検討会議/受領会（松浦）
19 日：アセスメント会議/霞小との連絡会
20 日：山伝代議員会（院長）
21 日：アフターケア卒院児引越
25 日：アセスメント会議/給食会議・Ｇ主任会議
27 日：育成会定例会（増元）/川越社協児童福祉審
議会（院長）
５月
2 日：アセスメント会議/院長基幹会議/の幼遠足
5 日：育児院ＢＢＱ in 安比奈
7 日：実習生オリエンテーション/コンパスナビ打合せ
(院長)/後援会役員会
9 日：アセスメント会議/委員会メンバー決め/運営会
議/院長基幹会議
10 日：埼児研(川鍋）/経営者会議
11 日：人材確保委員会(院長)
12 日：里親登録前研修～13/川越ＣＳ野外礼拝
13 日： J リーグ招待･三菱広報委員会様（Ｂ・Ｃ）/
スケート教室
14 日：後援会理事会総会
15 日：メンタルヘルス研修(戸川)/泰山木のある家新
任職員施設見学/要対協実務者会議(新田)
16 日：委員会・部署別/勤務表係/院長基幹会議/理事
会監事監査職員聞き取り/県職ヒアリング
17 日：総務委員会(院長)
18 日：要対協代表者会議（院長）
19 日：みらいの森ご招待(Ｄ）
22 日：施設長会(院長)

23 日：部署別・職員会議/スマホ検討会議/院長基幹
会議
26 日：霞小運動会/里親登録前研修～27
27 日：西武ライオンズ試合観戦ご招待（Ｂ）/理事会
30 日：ケース会議・部署別/給食会議・Ｇ主任会議/
院長基幹会議
６月
１日：育成会定例会(増元)/人材確保委員会ｐｍ（院長）
/基幹主任会議
2 日：霞中体育祭/名小運動会/実習指導者懇談会(戸川）
3 日：自治会集団回収
4 日：B・D 実習生～16
6 日：部署別/運営会議/院長基幹会議/日中保育会議
7 日：経営者会議
9 日：里親基礎研修
10 日：大宮アルディージャ観戦ご招待（B）/スケー
ト教室
11 日：育児院だより発送(サポートクラブ)/中堅職員
キャリアパス研修①(笠間・鈴木) /基幹主任
会議
12 日：川越地区第 9 地区民生委員見学
13 日：部署別・職員会議/勤務表係/養育会議/院長基
幹会議/チャリコン合同会議/C 実習生～26
14 日：埼児研(川鍋)
15 日：総務委員会（院長）
17 日：のぞみ幼稚園父の日礼拝/ひばり幼稚園父の日
参観
19 日：中堅職員キャリアパス研修②（笠間・鈴木）/
川越児相里親サロン(粟津)
20 日：委員会・部署別/給食会議/G 主任会/院長基幹
会議/ソフト実行委員会(二本)
22 日：埼児研第 1 回新任研修(豊島・高田・山口・
畝本・小松・新井）
23 日：評議員会/基幹主任会議
27 日：外部研修報告会(小池)・部署別/スマホ検討会
議/院長基幹会議
28 日：埼児研調理関係研修(白石)
29 日：育成会定例会/養問研大会(川鍋)/施設長会(院
長)
30 日：育成会グランドゴルフ

いつもありがとうございます。・３/1～５/31
《寄付者》高星 清、(財)あいである、鶴ヶ島市在住の方、セカンドハーベストジャパン、オータ川島店、パールショップ
ともえ川越店、まいまい、キーン・ジャパン合同会社、日本鯉のぼり協会(株)守田、長谷川昭代、
オータス狭山スロット店、明治神宮崇敬会婦人部わかば会、オータ狭山パチンコ館、チュチュアンナ、三上敏男、
パンプキン、(株)J’s Factory、倉野 謙二、倉片 清、日本基督教団大泉ベテル協会、埼玉育児院後援会、
斉藤 正身、託児グループ・さくらんぼ
《学習ボランティア》石塚定次、萩原大貴（本園）、唐津明夫(GH 松本)
《ピアノボラ》小名木千穂(GH 松本)
《育児院だより発送等》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 （敬称略・順不同）
《スケート教室》森田夫妻、大竹拓己
編集後記
今年度は、連載を増やし、多くの子ども・職員のリアルな声や育児院の良いところや課題点などもわかりやすくお伝えしたいと思います。
現在育児院の職員はベビーラッシュ真っただ中です。育休中の女性職員が 2 名。5 月に育休復帰が 1 名と育休取得の男性職員が 1 人。今後育
休取得希望の男性職員が 1 名おります。他職員の理解・協力のおかげで、男性も女性もライフワークバランスを調整しながら、みんなで長く
働き続けられる環境があります。 育児院の良いところです。

