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平成最後の・・・
今年の流行語大賞が決まりました。平昌五輪のカーリング日本代表 LS 北見の選手が、試合中
のミーティングで交わしていた作戦会議における同意を意味する『そだねー』が大賞でした。
この大賞が選ばれる時にいつも思うのですが、ことばとは何かということです。つい先日、埼
玉育児院は川越市の推薦があって、今年の埼玉県社会福祉大会での埼玉県共同募金会の表彰を受
けました。この大会の第一部は埼玉県知事表彰など表彰状の授与でしたが、二部で記念講演があ
り言語学者の金田一秀穂氏の講演を聞きました。その講演の中で氏によれば、ことばとはその人
そのものだということでした。時にことばとは、コミュニケーションと解されることがあります。
実はコミュニケーションというのは、ことばのもつ役割のほんの一部にしか過ぎないのであり、
ことばとはその人そのものだということなのです。なぜなら、人は言葉でものを考え言葉で思い
を伝えあうからです。言霊という言葉がある通り、まさに言葉には人の思いが詰まっているもの
だと考えていいのではないかと思います。よくスポーツ選手やアスリートが、表彰台に上がった
後のインタビューなどで名言としてその話した言葉が取り上げられます。アトランタ五輪でマラ
ソン 3 位メダルを獲得した有森裕子さんの『初めて自分で自分を褒めてあげたい。』、大リーガ
ー イチロー選手、『他人の記録を塗り替えるのは７割、８割の力でも可能だが、自分の記録を
塗り替えるには１０以上の力が必要だ』、孔子『学びて思わざれば則ちくらし、思いて学ばざれ
ば則ちあやうし』、今年の NHK 大河ドラマ西郷どん 西郷隆盛、
『間違いを改めるとき、自ら間
違っていたと気付けばそれでいい。そのことを捨てて、ただちに一歩を踏み出すべし』などなど。
ネットで名言集を検索すればごまんと素晴らしい言葉に出会えます。どの言葉も、文字として
書きあらわされていますが、その言葉を聞いたり、目にした多くの人たちの心に響くのはおそら
くことばとしてではないのではないでしょうか。その言葉を発したその人の人柄だったり、生き
様だったり、その時のその人のおかれていた社会全体の醸し出す空気感だったり、まさに言葉と
は音声で発せられたり文章による文字の羅列ではなく、その人そのものの存在が聞く人、読む人
に直接的に飛び込んでくるものなのだと思います。表題に書きました、平成最後の流行語大賞な
どと、来年の 5 月の皇太子の天皇陛下即位が決まっており、元号が変わるに伴い「平成」とい
う元号の 30 年間が幕を閉じるにあたり、すべての出来事に「平成最後の・・・」が冠につけら
れています。まさにへいせい、平成、Heisei、ヘイセイは、私たちに何を残して幕を閉じるので
しょうか。 重要なのは、私にとってあなたにとっての「平成」という時代はどのような意味が
あったのかを自分自身に問い、次の元号とともにどんな未来にしたいのかを考えることではない
でしょうか。都道府県社会的養育推進計画の策定を迫られている児童養護施設の変革期にあって、
それぞれの施設がどんな未来を描くべきなのか、「平成」の終わりから始まる新たな児童養護施
設の幕開けを、しっかりと創造していかなければならない時なのだと考えています。
埼玉育児院 院長 柴山英士

お楽しみ会 ありがとうございました。
今年のお楽しみ会は、例年になく大盛況に幕を閉じることができました。今年は、ステー
ジプログラムの１つに「ありがとうイベント」と題し、学習や遊びで子どもたちと定期的に
関わりご支援くださっているボランティア２名の方を紹介、子どもたちからの感謝の気持ち
と色紙をプレゼントしました。
開始早々に販売チケットが売り切れてしまう事態もあり、全ての来場者の方にチケットを
お渡しすることができず残念ではありましたが、反面より多くの方々が育児院に足を運んで
くださったということで、お世話になっている方々への感謝の気持ちを伝えることができま
した。
H３０年度実行員長 粟津稚子

 川越つばさライオンズクラブ様
今年もとん汁とふかし芋を提供してくださいました。
 パイオニア労働組合様
今年もくじびきとバルーンを提供してくださいました。
 川越ライオンズクラブ様
スーパーボールとヨーヨーを提供、ステージゲストを招致、
ミニオンで盛り上げてくださいました。

育児院を巣⽴った社会⼈のみなさん!!
平成 31 年 1 月 20 日
『いくじさんの会』開催です。
卒院生の集い、「いくじさんの会」第 2 回目。
来てほしい!!職員の気持ちがこんなにいっぱいです。
詳しくは電話かメールでお問い合わせください。

今年は、昨年と打って変わって、
女の子だけの七五三です。可愛く
て、いつもよりちょっと大人しいお
姫様たちが、氷川神社にお参りへ行
き、これからの成長をお祈りしてき
ました。

名前：渡邉

陽介

経歴：この道 43 年、福祉の現場でお仕事をされてきました。
事業団の中で、様々な施設を赴任し、児童養護施設に
は、3 回計 10 年の経験があります。
Q 10 月から着任されましたが、育児院の第一印象は？
・子どもと職員が親密な関係を築いている。
・とても食事がおいしい。
・子どもたちへの支援に職員が熱心。
ひと言：育児院に早く馴染んで、精一杯頑張って行きたい
と思います。
「経験ばっかりだよな!」と言われな
いように…。

グ ル ー プ ホ ー ム
って??
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。
育児院のグループホームの様子をお伝えします。
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。

☆今回はグループホーム(GH)と本院の職員の１日の流れについて紹介します☆
基本の生活
起床
GH の場合…

朝食

１日の始まりは子ど
も 6 人と職員、7 人分
の朝食・高校生のお弁
当作りです。休日や在
宅児がいる際は昼食
も作ります。

登校・登園

基本の職員の動き
朝食準備

引き継ぎ

ご飯を一緒に食べる
片付け、子どもの見送り
掃除、家事

引き継ぎ

連絡会
在宅児勉強
昼食
残りの家事
事務作業
早番遅番引き継ぎ

GH の場合…
食事を職員が作るので、
引継ぎを終えたら近く
のスーパーに買い物に
行きます。子どもを見守
りつつ、夕食に間に合う
ようにおいしい夕食を
作ります。

下校・降園

引き継ぎ

本園の場合…
1 日の中に早番・遅番・
断続と 3 人の職員が勤
務します。それぞれ勤
務の前後に引継ぎをし
て職員みんなで子ども
のことをタイムリーに
共有しています。その
為、1 日に 5 回の引き
継ぎの時間がありま
す。
GH は 1 日早番と遅番
の 2 人なので 1 日 1 回
です。

幼稚園、小学生迎え入れ

宿題
宿題・遊びの見守り

引き継ぎ

本園の場合…

ご飯の準備・入浴介助
夕食

ご飯を一緒に食べる

入浴

片付け、洗濯物干し

団らん

子どもと一緒に過ごす
寝かしつけ

就寝

家事

引き継ぎ

子どもの人数が多く、施
設 内 にグ ラウ ン ド等 が
あるので、外遊びの見回
りをしたり、互いのブロ
ッ ク で声 を掛 け 合い 連
携して見守っています。

グループホーム(GH)は本院よりも、職員が台所に立っている時間が圧倒的に多いです。休日、夏休み
ともなれば 1 日中、食事準備・片付けに追われてしまいます。一般のご家庭と同じかもしれません。
本院は、子どもの人数が多く、施設内外の行動範囲も広いため、職員で連携をとりながら、安全が確
保できるように見守り体制を強化しています。

両者の必要なこと、できることなどはそれぞれ異なり

ますが、優先順位を職員同士で確認しながら、子どもたちの支援を行っています。

振り 返り

新聞から VOL11
児童福祉や社会的養護、子どもの養育に関す
る新聞記事に対し、育児院の状況や課題などを

この協定の内容を少し詳しくご紹介します。

お伝えします。

目的
協定締結者が地域の力を生かしながら相互

今回は、埼玉新聞平成 30 年 11 月 21 日一面掲載

に連携し合うことによって、児童虐待の未然防
止及び早期発見並びに児童虐待のリスクがあ

『虐待防止ネット構築
県内初 孤立家庭を支援』
県川越児童相談所は 20 日、増加する児童虐
待を防止しようと、管内の官民 6 機関とネットワ
ークを構築、協定を締結した。地域の力で地域
の子を守り、児童虐待の未然防止や早期発見、
孤立地がちな家庭へお支援につなげようとするも
ので、県内では初めての取り組みという。
児童虐待の相談件数は年々増加している。川
越児相管内(18 市町村)の昨年度の相談件数は
1808 件。うち、川越市が 600 件で 3 分の 1 を
占め、…、今後も増えていく見通しだという。
今春、川越市役所で行われた会議で、「子ど
もたちのため」のネットワーク構築を検討。10 月、
各機関が集まって、活動や支援の課題について
意見交換をして設立を決めた。11 月は児童虐
待防止推進月間で、国連が決めた「世界こども
の日」に合わせ、7 機関が「地域の力で子どもを
虐待から守るネットワーク協定書の締結を行っ
た。・・・
・・・ネットワーク参加団体・機関は次の通り。
川越子育てネットワーク、川越市民生委員協議
会連合会主任児童委員部会、埼玉育児院、同
仁学院児童家庭支援センターシャローム、慈徳
院こどもの心ケアハウス嵐山学園・らんざん児童
家庭支援センター、川越市こども家庭課、県川
越児童相談所。
埼玉育児院も、行政と民間の間にあり比較的
敷居が高くないという長所を活かし、児童虐待
防止に向けたネットワークの一員として、地域、
川越市の皆様の虐待防止のお役に立ちたいと
思います。

る家庭の支援を行い児童虐待の根絶を目すこ
とを目的とする。
連携・協力事項
(１)
(２)

児童虐待に関する情報共有
児童虐待と疑われる情報やリスク情報

(３)

の提供
児童虐待のリスクがある家庭の見守り

(４)
(５)
(６)

や安全確認
児童虐待防止やリスクのある家庭に対
する支援に関する情報
その他、児童の福祉向上に関して有益な
情報の提供
本協定により対応した事例の共有やス
キルアップを図るための研鑽の場の設
置

具体的な連携・協力の方法
児童虐待に関する情報を入手した場合には、
法に定める方法によって対応することを第一
義とし、併せて児童の安全確保に関し必要な情
報をほかの協定締結者に提供する。また、児童
の安全を図る上から有益と思われる情報をリ
スクのある家庭に積極的に提供することとす
る。

川越児童相談所新井所長は、「それぞれの機関
ができるより良い支援を行っていきたい。試行錯
誤をしながら、横の連携を強め、気付きや必要性
を考え、ネットワークが広く強くなって良ければと考
えている」と話した。

日

誌

10 月
1 日：渡邉陽介氏 統括主任辞令交付
2 日：埼児協総務委員会（院長）
３日：部署別会議/運営会議/院長基幹会議/埼児協
臨時人材確保委員会 (院長)
4 日：関東ブロック児童養護施設職員研修会～５
(高島)
6 日：赤い羽根街頭募金/市民体育祭
7 日：地区体育祭
10 日：部署別会議/職員会議/養育会議/院長基幹
会議/球技大会反省会(二本)
11 日：埼児研(川鍋)/さんあい見学 10：30(理事
長・井上理事・院長・松岡・白石・廣野・新
田)
13 日：採用選考日/真寿園感謝祭(戸川・新田)/
牛尾さん芋掘り/みらいの森ご招待/里親入
門講座所沢児相 AM(粟津)
14 日：スケート教室
15 日：埼児協人材確保委員会(院長)
17 日：委員会/部署別会議/給食会議/G 主任会/
基幹会議/全国児童養護施設長研究協議会
～19(院長)
18 日：やまぶき荘運動会
21 日：川越祭り山車引き参加
24 日：事例検討会(発達障害)/部署別会議/院長基
幹会議
26 日：里親制度実務者研修情報交換会(粟津)
/川越市社会福祉大会(院長)やまぶき会館
27 日：おやじの会(戸川)/ルブァンカップご招待
28 日：お楽しみ会/山伝自治会ごみゼロ運動(戸
川)
29 日：施設長会(施設長)
30 日：ＴＴＴ研修(新田)
31 日：部署別会議/運営会議/合同会議(院長・統
括・基幹)/越谷児相措置後調査

11 月
1 日：埼児協人材確保委員会(院長)
4 日：山伝秋祭り/就職採用見学会/七五三
5 日：専門里親実習オリエン(粟津・関本)
7 日：部署別会議/職員会議(衛生研修含む)/院内新任
研修/合同会議
８日：埼児研（川鍋）
9 日：フィリップモリス奉仕活動慰問
10 日：みらいの森ランニングイベント/C ブロッ
ク：TDS レク/埼児協採用個別相談会/評議員
会・理事会/経営者会議/日高市民まつり(粟津)
11 日：育成会かるた大会
12 日：就職採用見学会
13 日：委員会/部署別会議/給食会議/G 主任会/合
同会議
15 日：埼児研新任研修～16
17 日：みらいの森秋のハイキングご招待
18 日：スケート教室/虐待防止パレード銀座(院長)
21 日：事例検討会/部署別会議/さいたま市児相措置
後調査/要対協(新田)/後援会役員会
24 日：川越教会野外礼拝
25 日：子ども 110 番の家協議会(戸川)/ 子どもの
貧困シンポジューム(院長)
26 日：母子施設開所式/総務委員会(院長)
27 日：埼児研派遣研修～29(小池)/川越児相里親研
修(粟津)/県社協社会福祉大会(院長)
28 日：部署別会議/運営会議/合同会議/中央児相措
置後調査/全国研修指導者養成研修～30(廣
野)/所沢児相里親委託等推進委員会(粟津)/山
伝防犯パトロール(院長)
30 日：施設長会および児相長との連絡会議(院長)/
育成会(高島)

いつもありがとうございます。

9/1～11/31

《寄付者》埼玉育児院後援会、川木建設株式会社、医療法人元山クリニック、有限会社平田屋、株式会社シライシ、
埼玉県更生保護女性連盟、株式会社西村建設、霞ヶ関郷土史研究会、羽柴継之介、石井政恵、倉片清、高星清、
真殿伸哉、オータ狭山パチンコ館、パールショップともえ川越店、岡本株式会社、岡野一平、まいまいの会、
神田淑江、オータ狭山スロット館、落合哲雄、豊泉麻美、矢谷妙子、全国シャンメリー協同組合、
(株)プレナス、柄澤則夫、三菱広報委員会、J‘ｓFactory、オータ川島店、パンプキン
《学習ボランティア》石塚定次、萩原大貴（本園）
《ピアノボランティア》小名木千穂(GH 松本)
《スケート教室》森田夫妻、大竹拓己
《日中保育ボランティア》長内利克、後藤純一・和美
《生活ボランティア》飯田航
《音楽ワークショップ》リズム・ミーツ・ピープル
（敬称略・順不同）
《育児院だより発送等》埼玉育児院サポートクラブ

「いくじさんの会」を開催する日と、勝手に決めました。児童養護施
編集後記：毎年１月の第３日曜日は、
設では巣立った子どもたちへのアフターケアが大きな課題です。昨年から「いくじさん」が発足しました。
育児院は勤続年数の多い職員も比較的たくさんおり、みんな卒院生に会えることを楽しみにしています。
そんな職員が施設から居なくならない、働き続けられることも大事なアフターケアかもしれません。

