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原田菊子先生のご逝去を悼んで
去る 4 月 19 日、新生育児院の屋台骨的存在であった理事の原田菊子先生が、お亡くなり
になったとの知らせがありました。
「人は手に入れるものによって生計をたて、与えるものによって人生を作る。」
（ ウィン
ストン・チャーチル）人は、それぞれに人生の歴史があります。その人生がなにによって
形作られるべきかを示唆した言葉だと思います。私と原田先生との出会いは、今から 17 年
前の秋でした。埼玉育児院の新たな始まりの一番困難な時に、施設長の重責を担われ、児
童養護施設の運営の右も左もわからないにもかかわらず、残された子どもたちと職員を路
頭に迷わせてはいけないとの一心からご自身を捧げられたのだと思います。私が知る限り
の原田先生は、それこそ「与える」人でした。埼玉育児院の再建のために、引き続き理事
を務められたこと、後援会の立ち上げには、地元や地域の方々を巻き込んでご尽力くださ
り、後援会設立後は副会長の役を引き受けられ、毎年のチャリティーコンサートの開催を
定着へと導かれました。また、サポートクラブを結成して育児院のボランティア活動を、
自ら率先して行ってくださいました。さらに、子どもたちのためにご自分の土地を提供さ
れ、埼玉育児院 2 番目のグループホームを開所させていただきました。また、あまり知ら
れてはいませんが、子どもたちに直接的に働きかける活動もなさっておりました。家庭生
活の体験のない子どもに、週末里親としてご自宅にお泊りさせて面倒を見てくださったり、
学習に遅れのある子どもたちに学習ボランティアとして勉強を教えてくださっておりまし
た。原田先生のこれら数多くの働きこそ、身を削られての「与える」人生を全うされてい
たのだと思います。先生には感謝してもしつくすことのできないほどのご恩を私たち埼玉
育児院はいただきました。本当にお世話になりっぱなしでしたが、その御恩に報いるのは
先生の数々のお働きを無駄にすることなく引き継いでいくことだと思います。心からの感
謝と哀悼の念をお捧げします。原田先生、安らかにお眠りください。そして天から私たち
を見守り続けていてください。

児童養護施設埼玉育児院

院長

柴山英士

他にも…
行きたいところ：大きなプール・恐竜博物
館・カラオケ・水上公園・打ち上げ・釣り・
スタミナ太郎・熱海・ママん家

感染対策を入念に考え、夏休みのお出かけを計画していた矢先、緊急事態宣言の発令で全て中止に
なりました。
その代わりになるよう、それぞれのお家の中で、夏祭り・縁日やプール、ゲーム大会、工作イベン
ト等々工夫に工夫を凝らして“お家でできる楽しいこと”を考えて過ごしました！

7/21 水 終業式

休
み

23

金 オリンピック開幕

24

土 入所児童腹痛で通院。急性虫垂炎で緊急手術、入院となる。

26

月 調理職員の家族にコロナ陽性者発生。一時厨房調理中止→各家で調理する。

28

水

29

雷で21:00から停電。うちわで過ごす。通信機器も使えず、職員はグループラインで
情報共有。午前0時復旧。
木 育児院裏側のゴルフ場でオリンピックのゴルフが始まる。木々の隙間を覗いてみる。

30

金 緊急事態宣言発令に備えて、施設の対応を検討。

8/2 月 緊急事態宣言発令。外出・外泊・バイトも中止。 施設内ラジオ体操開始。
4

水 グランドに散水ホース設置、大好評。

7

土 第１回プチ映画祭(恋愛＆青春)

9

月 体感40℃超え。

17

水 緊急事態宣言延長。バイトに関して条件付き再開を検討。

12

木 第２回プチ映画(ホラー洋＆邦)

18

水 第３回プチ映画祭(クレしん＆鬼滅)

22

日 職員：市実施の集団職域ワクチン予防接種1回目スタート(1日3人)

24

火 パラリンピック開幕

25

水 ２学期の分散登校についてのメール受信

28

土 施設内ラジオ体操皆勤表彰会

30

月 小・中始業式 (分散登校)

暑い

第４回プチ映画祭(ドラえもん)

オリンピックに寄せて

埼玉育児院と隣接する霞ヶ関カンツリー倶楽部
でオリンピックゴルフが行われました。本当にすぐ隣、通り１本挟んでお隣です。
公園へ行くいつもの道からゴルフ場の木々の隙間をのぞき込み「青いシャツの人見えた‼」と騒いでみた
り、期間中ゴルフ場から上げられていたアドバルーンを目指して出勤したり…。無観客ながら、テレビ以外
でもオリンピックを実感した 2 週間でした。

育児院
トリビア

というのも、埼玉育児院と霞ヶ関カンツリー倶楽部がお隣になったのは、たまたまの偶然で
はなく深い理由があります。
1912（大正元年）
、小島乗真というお寺の住職が埼玉育児院の前身である“積徳育児院”を嵐
山町に開設しました。公的扶助の制度が全くない時代で経営は困難を極め、さらには地域住民
の反対も強く、開設当初は閉鎖の危機の連続だったようです。共通の知り合いを通じて小島乗
真と育児院の状態を知った発地庄平（笠幡の旧家の当主）は育児院の再建を約束。1918 年に社
団法人埼玉育児院として東松山市に移転し、発地庄平が 2 代目の院長になりました。しかし、
その後も経営難と地域住民の反対があったため、1928 年に発地庄平が所有していた今の土地に
移転することとなりました。
その翌年、発地庄平は土地と建設費を用立て、悲願だったゴルフ場の建設に着手しました。霞
ヶ関カンツリー倶楽部の建設は、地域住民を雇用するなど地域の活性化につながりました。
篤志家であった発地庄平は、埼玉育児院の 2 代目院長であり、霞ヶ関カンツリー倶楽部の創
設者だったのです。所有していた土地を子どもたちのため、地域の発展のために提供してくだ
さったからこそ、今日の育児院と霞ヶ関カンツリー倶楽部があるのです！

また、発智庄平は育児院再建の際、渋沢栄一に埼玉育児院を紹介しました。社団法人埼玉育児院が設
立した時の名誉顧問に“渋沢栄一”の名前が残っています。 でも、育児院大河初出演はなさそう…。

埼玉育児院
育児院は、全児童を全職員で支援する大きな一つのチームですが、
お家やそれぞれの部署単位の小さな職員チームになっています。

職員チーム紹介

第７回

①
②
③
④
⑤

名前；増元 伸悟
チャーハン・ペペロンチーノ
子どもが自分の時間を持てる
雰囲気、空間がある
やるとなったら一生懸命なと
ころ
『まっすー』
まだまだ未熟者ですので、子
供と一緒に成長出来たらいい
なと思います。また、松本で
過ごす時間が少しでも彼らの
糧になるよう、子どもと向き
合って行きたいと思っていま
す。

名前；大野 政子
① カレーライス
② 子どもの気持ちに寄り添っ
ているところ
③ ストレスを溜め込まない。
毎日プールでのウォーキン
グで発散しています。
④ 独身時代は『ブッチャー※
プロレスラーの』と呼ば
れ、現在は『大野さん』と
呼ばれています。
⑤ 松本国幸元理事長からの
【心】を忘れないようにし
ていきたいと思います。

名前；足立

琢也

① シュークリーム練習中
② 家庭的な雰囲気があるとこ
ろ。コーヒーを飲みながら、
ゆっくり話ができるところ。
③ いい意味で深く考えすぎない
ところ。
④ 『あだちさん』
⑤ “想像力”のあるチーム、常
に先を考えられるチームを目
指していきたいと思っていま
す。子どもがホッとできる家
を作っていきたいと思ってい
ます。

名前；望月 幹也
① 揚げ物、餃子、煮物、和食
② ゆったりと流れる時間
③ 夜中に起こされても瞬時に
動けること。フットワーク
の軽さ。
④ 『もっちー』
⑤ たくさんの子が松本から巣
立っていったので、またみ
んながふらっと遊びに来ら
れるような家にしていけた
らと思っています。
それと、少し痩せたいな、
と思っています。

①得意料理

②松本のいいところ

③自分の長所

こんにちは。僕は松本ホームで飼われている亀の“めか”です。主任の足立に代わっ
てお話したいと思います。松本ホームは、自立に近い高齢児が多く、日々子どもと話
をしながら将来に向け生活をしています。チームは男性３人女性１人ですが、それぞ
れの個性を活かしつつ、バランスも考えながら運営しています。波のある日もあれば、
穏やかな日もある。そんな松本ホームです。今後とも松本ホームをよろしくお願いし
ます。

(主任：足立)

④愛称

⑤今後について

育児院は、全児童を全職員で支援する大きな一つのチームですが、
お家やそれぞれの部署単位の小さな職員チームになっています。

立ち上げから 7 年目、分園の新しいホームです。大変
な時期もありましたが様々な人たちに助けられながらチー
ムで立て直してきた自負があります。打たれ強さとフットワ
ークの軽さが強みです！

＜メンバーに聞いてみました！！＞
Q1.自分の強み

何事も「まずは自分たちで考えてみる」ことを大事にして
います。転ばぬ先の杖で石橋を叩きすぎてしまいがちな

Q2.仕事をする上で大切にしている事
Q3.今後の目標

ので、「レッツ過保護ノーモア過干渉」が最近のテーマで
す。

主任：関本

Q1.回復が早いこと
Q2.子どもの興味に関心を持つこと

Q1.手を抜かない

Q3.子どもとガンガン遊ぶために体

Q2.原田での生活を楽しむ

力をつける

Q3.仕事関係の本をたくさん読む

Q1.落ち着き、マイペース

Q1.話を聞くのが好きな所

Q2.子どもが落ち着いた雰囲気で過ご

Q2.見えない仕事、目立たない

せる様に物を逐一片付け整理整頓。
Q3.小さな変化に気付けるようにする！
着眼点のバリエーションを増やす

仕事をさぼらないこと
Q3.もっともっと知識をつける

令和２年度決算について
児童養護施設 埼玉育児院(サービス区分)
令和２年度 資金収支明細書
令和２年 4 月 1 日～令和３年３月 31 日

（単位 千円）

７月から統括主任に着任しています。
皆さんよろしくお願いします。

お知らせ
令和 3 年度のチャリティーコンサート、
創立記念お楽しみ会は中止いたします。

【事業活動による収入】
児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計（1）
収入計（1）

381,049
253
462
2
4,851
386,617
386,617

【事業活動による支出】
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
事業活動支出計（２）

259,287
57,192
27,543
506
4,160
348,688

【施設整備等による支出】
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計（３）
【その他の活動による支出】
積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出（４）

4,490
3,749
8,239

22,640
3,664
415
26,719

支出計（５）＝（2）+（３）+（４） 383,646
当期資金収支差額合計（１）－（５） 2,971

いつもありがとうございます

６/１～８/31

※コロナ禍におきまして、感染防止などの観点から大変恐縮ながら、
ご寄付・ボランティアを多数お断りさせていただきました。
≪寄付者≫元山 猛、株式会社ブックメーカー、臼井悦子、髙橋一枝、井上恵美、毎日新聞社、まいまい、高星清
明治安田生命川越営業所、Mon‘ｓ、吉澤亜希、野口珠美、和田政美、イーリャ・ブランカ、NPO 法人 YouMeWe、
匿名数名
≪学習ボランティア≫神山裕一、矢口聖子、小室敏夫
≪花植え・除草・育児院だより発送作業≫育児院サポートクラブ

順不同・敬称略

この夏の緊急事態宣言は大打撃でした。大変でした。でも、子どもたちも本当によく我慢
しています。なのに、ニュースを見ていて、
「子どもたちはこんなに我慢しているのに‼」い
う気持ちに何度もなりました。大人への信頼を回復させたいのに、子どもたちに説明できな
い行いは謹んでほしいと世の大人たちへ願うばかりです。
広報委員

