「平均値にこだわらない」
地域の皆様、ボランティア団体の皆
様、教育・行政の方々には白山愛児園
への変わらぬ御支援・御協力をいただ
き誠に有難うございます。
児童養護施設白山愛児園を拠点とす

施設は地域の方々への協調を深めてい
きたいと思います。さらなる御協力を
お願いいたします。
こども達だけでなく、成人にも高齢者
運転、老々介護、中高年引きこもり、
特殊詐欺、不法薬物、ゲーム依存等危
険は絶えず生じており、注意していて
も避けられないことが多く、まして天
災においては現在の科学水準では防ぎ
ようがなく、避難情報を出して身の安
全をはかってもらうだけです。精一杯
の準備をしていきます。
事件の背景に社会的弱者の課題があり
ますが所得格差の問題から人生１００
年時代といわれ、退職後に２０００万
円の生活資金が不足するとの金融庁報
告が非公式に報道され、誤解もあって
物議をかもしています。
平均収入から平均支出を差引いて不足
額を計算し、年金だけで暮らす期間を
乗じると２０００万円となる計算で
す。
マクロで判断する時、統計に頼って判
断していますが、実際の生活は個々多
様です。
万円の収入の世帯はその収入範囲で
しか生活しないでしょう。支出 万円

いう報告は、金融・証券業界の投資を
促すのに加担しているように感じま

準に設定していることが多いのです
が、平均値、 下限値からはずれても

す。

園長をはじめとする 人の職員がこど
も達の養育に努めています。良い環境
の地に良い隣人に恵まれ、こども達が
元気に過ごしていることに感謝申し上

域全体で見守っていただくことが重要
であると痛感しています。このために

気にすることはないと思っています。

上

こどもだけでなく、こどもの安全は地

この報告だけでなく経済・育児・介護・
医療の判断には平均値、上下限値を基

を出来る世帯は過去の蓄積（相続分も
あるでしょう）かその他の収入がある
でしょう。これを平均して不足すると

26

る小規模児童養護施設 結を含めて
２０１９年 月 日現在 人の児童が
35

げます。
こどもの安全を守るために設備上の対
応は更に進める所存ですが、愛児園の

40

21

3

在園しています。
近時、児童をめぐる事件が数々生じて
います。命を失したこども達のご冥福
をお祈り申し上げます。
白山愛児園は皆様の御支援のもと霜倉

31

成長するためには競争が必要であり摩
擦が発展を促すことは私の持論です。
しかし平均と比較し優越感・劣等感を
持つことのない自分で考える力と知識
を身につけて社会へ出てもらいたいと
思います。
こども達はそれぞれ皆別人格を持って、
平均の命なんてありません。
自分の命と他人の命を大切にしてもら
いたいと願っています。
これからも、白山愛児園に多大な御支
援・御指導をいただきますようお願い

申し上げます。

開所六年目を迎えた今年度は、平成

から令和へと改元されました。令和に
なって最初の広報誌「わかば」を発行
することができ、うれしく思います。
開所当初から、地域の皆様をはじめ多

くの方々のご支援ご協力をいただき、
ありがとうございます。心より感謝申
し上げます。
徐々にではありますが、白山愛児園

の存在も地域の中で認識されてきてい
ますが、まだまだ理解されていない
方々もたくさんいるというご意見も耳

にします。こうした状況の中で、ご支
援をいただいている方々から、白山愛

児園のことを知ってもらうために概要

説明をしてほしいという要望もいただ
いています。地域の集まりにお伺いし

たり、見学に来園していただきお話さ
せてもらえる機会が増えてきているこ

ともありがたく思っています。
併設しているはくさん児童家庭支援セ
ンターにおいても、微力ではありますが、
地域の子育て支援の役割を果たしている
と実感できるようになりました。それぞ
れ環境は違いますが、子育てしている同
じ思いを共有しながらつながっていける
存在でありたいと思います。
今年の三月には、三名の子どもが家庭
に戻ったり、高校を卒業して自立して巣
立っていきました。先日、卒園生の一人
からうれしい報告がありました。看護短
大に進学して今年度卒業予定の子です
が、看護師として就職先の内定をもらえ
たとのことでした。あとは、国家試験に
合格し、夢が実現できるよう応援してい
ます。彼女の努力とともに、今も支え続
けている職員にも感謝しています。
愛児園のこどもたちは、こどもたち同

その他にもグリーンタウン各街区、商店
会のお祭り、たけのこ堀り、お餅つき、
駅伝大会、ソフトボール大会にも参加さ

山納涼祭ではヨーヨーのお店を出店させ
て頂いております。当初、実行委員会に
も参加させて頂き、右も左もわからない
中、実行委員の方には大変お世話になり
ました。用意した分が余らないかと売上
数の心配もしてくださり、完売しました
と報告をさせてもらった際には抱き合っ
て喜び合いました。白山愛児園が地域の
皆様の中にどう溶け込んでいこうかとい
う時期に、温かく迎え入れてくださった
経験として今でも鮮明に覚えています。

ここで一句。
「向かい風 受けるや嬉し こいのぼり」
こいのぼりは追い風では泳ぎません。向
かい風が吹けば吹くほどに意気揚々と泳
ぐ、そんなエネルギーに溢れたこどもを

が泳いでいるかのようになるといいなと
思っています。
そんなこいのぼりを眺めながら

の関わりの中で育まれ齎されるものこそ
白山愛児園を卒園した後、社会に出て生
きていく力になっていくのではないかと
強く感じました。
昨年から「こいのぼりプロジェクト」
と称し、お隣の特別養護老人ホームラスー
ル麻生さんと白山愛児園の建物をロープ
で結びこいのぼりを泳がせています。地
域の皆様からもこいのぼりのご寄付をい
ただき大変感謝しております。白山愛児
園に上ってくる坂が、こいのぼりの大群

と殆ど差はなく、また社会的な養育で立
派に育つことも、この体験から学びまし
た。
川崎市との地域協議では「日本一の総合
児童福祉施設をつくる」が合言葉になり、

童養護の現場をいくつか見て回り、更に
実際に施設の運営に携わる人たちの話を
聞き、入所児童の実態は私たちの子ども

ことを思い出しました。
この人たちの無知から来る心配は分かる
にしても、優越感と差別意識が顕著な人
たちにどうしたらわかってもらえるかを
考えなければなりません。
社会的要請の施設であることに彼らも異
論はありませんでしたが、私たちの地域
に何故必要なのか、私たち自身も納得す
ることが求められました。
そこで私たちは児童養護の実態を知るた
めに、立川市にある至誠学園を始め、児

伊東 紘 様

昨年、南青山で港区子ども家庭総合支援
センターの建設が問題になり、建設に反
対する住民の声が大きく報じられました。

たち地域の人間の一層の努力が欠かせま せ

なりつつあります。
日本一の白山愛児園を作るためには、私

者を生き生きとさせる存在になり、私た
ちの地域にとってかけがえのない施設に

民の交流は定着し、愛児園は地域の高齢

域の活性化にとって良いことでした。
今では白山愛児園の子どもたちと地域住

域の厚さが増すといわれ、白山愛児園を
始め、日本映画大学やラスール麻生など、
新たな施設が建設されたことは、この地

ことでもありました。
グリーンタウンはサラリーマンという階
層が大半を占めていて、川崎市の他地域
と比べると人間模様は比較的単色に近い
地域です。様々な人間が居てはじめて地

児童養護を始め児童家庭支援センターと
地域交流の機能を併せ持つ施設が建設さ
れたことは、この地域の地域力を示せた

せて頂き温かくこども達の育ちを支えて
くださっていることに大変感謝しており
ます。
最近、カブトムシが大好きな 君と王
禅寺ふるさと公園に昆虫採集に出かけま

て。そこ！そこ！」年配の方との会話が
終わると、小学生の虫取り少年達に話し
かけられあれこれとコツを教えてあげて

います。そんな光景を見て少し前までの
それは①南青山の一等地になぜこのよう
自分を反省しました。こども達にやって
な施設をつくるのか ②施設の建設で青
はいけないこと、人に迷惑をかけないと
山のステータスも資産価値も下がる
いうことばかり教えてきたのではないか。 ③高学歴・高収入の者が住む土地にこの
白山愛児園の中では良いこどもに育つか
施設は相応しくない と
…いうものでした。
この報道に、 年前白山愛児園を設置す
る際に川崎市が開いた地域住民との協議
に地域社会の中で年配の方からこども集 団 の場で、全く同じセリフを聞き唖然とし た
もしれませんが社会に出たときに大変苦
労しているこどももいます。 君のよう
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A

士で育ちあい、たくさんの大人に見守ら す。カブトムシやクワガタがいる樹をよ
社会に送り出すべく、こども達と職員、
れながら成長してきています。まだまだ く知っていて毎日のように通っています。 共に育ち合っていきたいと思います。今
君が虫を探していると散歩やランニン
周囲の援助を必要としているこどもたち
後ともよろしくお願いいたします。
ですが、愛児園で生活し、この地域で育っ グをしている年配の方々から「今日はカ
」と話しかけられます。
て良かったと思い、感謝の気持ちを忘れ ブトムシいるか。
白山愛児園 運営協議会 委員
ずにいてくれることを願っています。地 「あそこの枝に２匹とこっちの枝に一匹い
白山まちづくり協議会 事務局長
るよ。」どうやら顔なじみのようです。
「ど
こにいるの。わからないな」
「あそこだっ

白

A

域の方々をはじめご支援してくださる皆
様には、今後ともなお一層のご協力をお
願いいたします。

白山愛児園が開所して６年目になりま
した。開所した当初から地域の方々に支
えられ、こども達と共に歩んできた５年
間でした。地域の映画大学で行われる

A

様

事務局次長

ん。「子どもは社会で育てる」を肝に銘じて、
子どもたちに元気を貰いながらこれからも
努力を続けたいと思います。

白山まちづくり協議会

吉田 清次
白山愛児園との関わりは、たまたま、
２０１１年に愛児園に隣接するさつき第
一管理組合の理事長になった時に始まる。
その時の大きな課題は、旧白山中学校の
跡地に設置される施設への公道からの進
入路をどう造るかという事と、児童福祉
施設建設への住民の理解を得るという二
つの案件であった。これらは街区住民の
住環境に影響する大きな問題と捉えられ、
様々な意見が出された。理解を得て解決
するのに会議や住民説明会を開催し推進
を図った。
進入路については財産権が絡む問題で住
民の意識が高く、川崎市と交渉を重ねた
結果、管理組合の意思を反映して、今の
様な進入路を作ることで決着を図る事が
できた。児童福祉施設については、地域
協議の場を通じて住民の意見を反映させ、
「児童養護施設」に加え、地域のためにも

も

役立つ二つの機能、「児童家庭支援セン
ター」「地域交流スペース」を付加した総
合福祉施設とすることで理解を得る事が
できた。
さつき第一管理組合は毎年末に「餅つ
き」大会を開催、その際に愛児園の子ど
もたちを招待している。住民や街区の子
どもたちも加わり一緒に餅つきを楽しん
でいる。焼き芋、ビンゴゲームもある。
満足した愛児園の子どもたちは職員とと

志村 幸男

様

までこの施設が他に誇れる様、心を一つ

きました。順調に工事が進み目出度く平
成二十六年四月に開所されました。これ

神社の宮司として地鎮祭を奉仕させて頂

に「ありがとう」とお礼を言って帰る。
発展するよう協力、支援している。白山
私は元の王禅寺中学校で三年間ＰＴＡ
そんな中で、
一人の女の子が「おいしかっ
愛児園が、これからも児童福祉施設の
の会長をお受けし、その後は中学校区地
た！」と大きな声を発した。これに、準
トップランナーを目指し歩み続けて行っ
域教育会議の議長をお受けした関係で、
備、運営にと世話をしてきた周りの大人
て欲しいと願っている。
中学校の統合委員と統合後の学校跡地利
は感動した。その素直な一言が、皆の心
用の協議委員を微力ですが受けさせて頂
白山愛児園 運営協議会 委員
を打ち和ませ元気づけた。毎回、愛児園
きました。学校の統合では、校名・校章・
琴平神社 宮司
から届けられる園児の感謝の言葉でうめ
校歌・制服を協議し、校名を決める時が
られた色紙は、管理組合の集会所に掲示
やや時間が掛かった感があります。跡地
され、見る人の気持ちを明るくしている。
利用では、十二回程の協議を重ね市民か
白山愛児園が開所され、五年が経過し
愛児園で育ち社会に巣立って行く子ど
ら寄せられたパブリックコメントでは、
六年目を迎えているかと思います。施設
もたちにとって、白山は故郷になる。大
多くのご意見が出ましたが、特養老人ホー
が順調に推移し子ども達が健やかに成長
ムに隣接した児童養護施設として利用す
されている様子を見ますと、これもひと
る事に決定されました。そして愈々建設
えに理事長を始めご関係の皆様の熱い思
「白山愛児園」建設工事着工
いとご尽力の賜物とご拝察申し上げます。 計画が進み、
の運びとなりその工事の安全を願い琴平
人になってから、是非とも白山で育って
良かったと思ってもらいたい。白山愛児
園も工夫しながら年間計画をたて多彩な

して平成二 O
年四月に、新たに王禅寺中
央中学校、翌年は王禅寺中央小学校開校
となった訳です。

域にも少子化の波が打ち寄せ王禅寺・白
山の中学校小学校は統合され、元の王禅
寺中学校と王禅寺小学校一部改装し小・
中学校を結ぶ流棟が建設されました。そ

白山中学校や小学校、高等学校など数々
の学校が開校しました。
しかし時代が進み変化する中、この地

に運営して来た皆様の気持ちが、子ども
の地が発祥の甘柿「禅寺丸柿」を生産生
達に伝わっている事と思います。全国の
活を営む農村地帯です。
児童養護施設を始め白山愛児園の子ども
この地域が大きく変貌したのは、昭和
達が心豊かに成長されます様願います。
二十年（終戦）以降産業の発達と共に柿
生駅周辺の開発が進み、小田急新百合ヶ
丘駅ができた頃です。丘を削り谷を埋め
大掛かりな宅地造成が始まり、住宅が次々
と建てられました。そして王禅寺中学校、

行事を行い “
思い出 ”
作りに取り組んで
この施設の位置すると所を、市の文化
いる。地域の住民も、園児が楽しい事を
財にも指定を受けている江戸時代（一七
たくさん経験して育って欲しいと願って
二六年）の古地図で見ますと、山と谷の
いる。新ゆりグリーンタウン各街区では、 丘陵地帯で谷戸には民家があり、溜池か
色々な行事・イベントに園児を招待して
らの水を利用して米を作り炭を焼き、こ
いる。参加した園児の楽しそうな姿や笑
顔は、周りの大人を楽しく元気にしてく

れている。愛児園も白山納涼祭や駅伝大
会などの行事に積極的に参加して地域を
盛り上げ、更に、
「白山愛児園祭り」を
開催し地域住民も一緒になり楽しむ場を
提供して頂いている。
総合児童福祉施設として設置された白
山愛児園は開設以来５年が経過する。地
域に根付き連携しながら、三つの機能が
有機的に繋がり相乗効果を発揮しながら
運営されている。この事は、先に厚生労
働省の担当課長が、良好な運営がされて
いる事例の視察として白山愛児園を訪れ
たことからも察しられる。
行政、地域、学校、子どもたちに関連
する組織で構成される白山愛児園運営協
議会もより良い総合児童福祉施設として

3

うの

たくみ

宇野

拓海

僕は、児童養護施設に良いイメージを
持っていませんでした。入所しているこど
もは気難しいイメージがあり、働いている
職員さんに関してはどのような支援を行っ
ているのか想像すらできていませんでし
た。
専門２年生になり、児童養護施設でのボ
ランティアに臨みました。実際にこどもと
関わってみると、こどもたちは明るく元気
で、職員さんとも仲が良く、実習生の僕に
対しても気兼ねなく話し掛けてくれまし
た。この経験で児童養護施設に対する僕の
イメージは大きく変わったと思います。
ボランティアを通して、施設職員は多く
の時間を子どもと共に過ごす為、より心の
距離が近く感じ、こどもの成長を見守るこ
とが出来る仕事だ。と感じた事が、児童養
護施設で働きたいと思ったきっかけになり
ました。
実際に働いてみて感じるのは、やはり想
像と違いとても大変だという事です。今ま
では実習生やボランティアとして短い時間
でしか、こどもたちと関わっていませんで
した。働いてみて、生活に入り込みながら
こどもと過ごしていると、こどもが考えて
いることを理解できなかったり、自分の対
応が正しいのか不安になる事も多く、大変
な仕事だなと感じます。早く慣れていけた
らいいなと思っています。
5

男子ユニット

みき

男子ユニット

私は幼稚園生の頃から保育士になりたい
と思っていました。大学の進路を考えて行
く中で、虐待事件等で報道されている子ど
も達が施設で生活していることを知り、児
童養護施設とはどのようなところであるの
か・どのようなこども達が生活しているの
かに興味を持ち、文献等で調べるようにな
りました。父から、チケット代が出場して
いる施設のこども達の奨学金になるとい
う、ブリッジフォースマイルさんの カ
“ナ
エール夢スピーチコンテスト が
”あること
を教えてもらい、高校２年生の時に見に行
きました。コンテストに出場しているこど
も達の中には、涙を流しながら入所の経緯
や夢についてスピーチしているこどももい
て、その姿・スピーチの内容に何度も心を
打たれました。このことがきっかけで、施
設で生活しているこども達を支えられるよ
うな施設職員になりたいと考える様になり
ました。
実際に児童養護施設の職員になって働い
てみて、自分のこどもとの関わりはこれで
いいのか・声掛けの言葉はあれでよかった
のかと手探りながら毎日こども達と関わっ
ています。
自分の今の関わりが、後々こどもたちの
成長に繋がっていくのだと思うと、やはり
この仕事はやりがいのある仕事だなと感じ
ています。これから先悩む事が増えていく

おざわ

美希

小澤

まこと
おおい

まこと
大井

私は、中学生の頃に見たニュースの特集
で児童養護施設を知りました。私の周囲に
は、施設で育った子はおらず、その特集は
とても興味深いものでした。その頃はまだ、
小学校や幼稚園の先生になろうかな、と考
えている程度でした。
進路を決める際、長年続けてきたガール
スカウトの活動を活かせる仕事はないかと
考えました。その時に、ニュースで見た児
童養護施設が頭に浮かび、目指す事を決め
ました。それから必要な保育士資格を得る
為に短大へ進学しました。在学中は様々な
施設でボランティア活動を行いました。児
童養護施設で学習ボランティアを行う中
で、生活そのものを支える事が出来、長期
にわたってこどもを支援出来る仕事にやり
がいを感じ、就職しました。
働いて か月が経ちました。大変さは実
習中に痛感し、よくわかっていましたが、
やはり本当に大変で毎日精一杯です。腹が
立つ事や、泣いてしまう事もあります。
しかし先日、一度も私の名前を呼んでくれ
なかったこどもが、初めて「大井さん」と
呼んでくれました。それだけで、大変だっ
たことが吹き飛んでしまうくらいとても嬉
しく思い、これがやりがいなんだな、と実
感しました。１日の変化は小さく、その変
化も気付きにくいことですが、小さな変化
を見つけた喜びを忘れずに大切にしていき
たいと思います。

4

男子ユニット

やまだ

ゆうすけ

山田

優介

と思いますが、とことん悩んで、こどもと
共に自分自身も成長していきたいです。

と思いま す 。

こいと

しゅうへい

小糸

女子ユニット

修平

私が児童養護施設で働きたいと思った
きっかけは、学校で受けた家庭支援論とい
う授業です。私は保育士になるつもりで専
門学校に入り、就職も保育園一本に絞って
いました。しかし、二年生の時に家庭支援
論の授業を受けた際、虐待や保護者のない
児童が苦しんでいること、その児童を保護
する施設があることを知りました。そして
私は虐待を受けたり、保護者のない児童を
生活の中で支援する、日々の生活を共に過
ごす児童養護施設にとても魅力ややりがい
を感じました。
三年生の時には虐待防止を研究するゼミ
にも入り、就職は児童養護施設を目標とす
るようになりました。
今現在、就職して５か月ほど経ちますが、
こどもの心理や関わり方など分からないこ
とが多く、自分の未熟さを痛感する毎日で
す。しかし、先ほど書いたように、日々の
生活を共にすごしその中で支援をすること
にとてもやりがいを感じています。
今はまだまだ先輩職員の方々に頼りきり
で、果たして適切な支援が出来ているのか
どうか、自信がありませんが、これから経
験を積み、一日でも早く一人前の職員にな
れるように努力していきたいと思います。

むらかみ

あかな

村上

女子ユニット

明香奈

私は自分の保育園の先生の事がとても大
好きで、将来保育士になりたいと思ってい
ました。その為、保育士の資格を取る為に
大学に進学しました。そして、大学２年の
時に、実習で初めて児童養護施設に行きま
した。実際に児童養護施設に行ってみて、
自分が思い描いていた施設のイメージとは
全く違いました。２週間子ども達と関わっ
てみて、保育園とは違い、こどもが生活し
ている場所なので時間の流れもゆったりと
していて、こども一人ひとりとゆっくり向
き合えることが出来る施設の方が自分には
向いているのではないかと感じました。
実際に、働き始めて約５ヶ月経ちました
が、上手くいかない事ばかりで、自分の未
熟さを痛感しています。仕事のやり方、こ
どもとの関わり方など反省や後悔の繰り返
しです。先輩職員の方に助けていただきな
がら日々精一杯頑張っています。しかし、
辛いことばかりではなく少しずつですが出
来る事も増えて、楽しさを感じています。
こどもとの関わりの中で、初めてこどもか
ら学校の話をしてくれた、作ったご飯を美
味しいと言ってもらえた、以前は自分の言
葉では聞いてくれなかった声掛けがこども
に届いた時等、毎日些細な事で喜びをかみ
しめています。そんな些細なことで、日々

５

ショートユニット

僕がこの仕事に就こうと思った理由は里
親とファミリーホームをやっていた親の影
響、そして僕自身が児童養護施設の出身だ
からです。
僕は生まれてから２歳までの間乳児院で
生活をし、そこから今の両親に引き取られ
今に至るまで一緒に生活をしてきました。
その 年間の中で僕自身に一番の影響を与
えたのが両親でした。何故自分の子でもな
いのにそこまで真剣になり面倒を見て、実
子とホームの子を差別なく叱り、等しく愛
情が注げるのか。そこに疑問を持っていま
した。一度、
両親に「この仕事は楽しいの？」
と聞いてみた時、
「楽しいかはわからない、
けどやりがいはあるよ」と言われ、とても
興味が湧きました。その時に将来は児童養
護施設の職員になろうと決めました。
支えられていた立場から今度は自分が支
えていく立場になり、その中でうまく行か
ない事の方が多いと思います。しかし、自
分なりに精一杯こどもたちと向き合ってい
きたいです。そして、こどもと一緒に成長
できる職員になれる様に頑 張っていきたい
22

の辛さ、大変さが吹き飛び毎日頑張ること
が出来ています。まだまだですが。これか
ら一人前の職員になれるように頑張ってい
きたいと思っています。

繭

まゆ

町田

まちだ

私が児童養護施設で働こうと思ったの
は、通っていた専門学校での授業がきっ
かけでした。私は、小学生の頃から年下
の児童と遊ぶことが大好きで、その頃か
ら子ども関係の仕事に就きたいと考える
ようになり、保育士を目指し始めました。
専門学校に入学し、様々な実習を経て、
高齢者施設や障がい者施設にも興味を持
ち始めました。進路に悩んでいる時に、
学校の授業で こ
｢どもの時にできた心の傷
はこどものうちに治さなければ、将来生
きづらさを感じる原因になる。と｣いうこ
とや、子｢どもの時に愛される経験をすれ
ば、周りの人を大切にでき、自分のこと
も大切にできる。と｣いうことを学びまし
た。この時、ふと児童養護施設が思い浮
かび、施設のこどもを精一杯愛し、心の
傷を癒してあげたい、と思うようになり
ました。
そして現在、白山愛児園に就職し早く
も５ヶ月程が経ちました。就職前は、こ

どもたちと関係性が築けるか、とても不
安な気持ちでした。しかし園でいざ子ど
もと対面すると、こどもたちの方から話
しかけてくれ、私も自然と笑顔で話が出
来ていました。
最初は、こどもたちとの接し方も手探
りで、先輩方をひたすら見て勉強してい
ました。その中で、こども一人一人に合っ
た関わり方があることを知り、全員に対
して同じように接することが、必ずしも
正解ではないということを学びました。
その後は、一人一人に合った関わり方を
するためにこどもたちの性格や特性を知
ることができるよう、積極的にコミュニ
ケーションを取りました。そのうち、自
分自身でも少しずつこどもの気持ちを理
解することが出来るようになりました。
もちろん、まだまだ知らない所はたくさ
んあると思うので、今後もゆっくり信頼
関係を築いていき、色々な一面を見て知っ
ていきたいと思います。
働き始めて、こどもとの関わり以外で
も難しいと思うことがたくさんありまし
た。一番難しいと感じたのが、毎日の料
理です。学生時代全く料理をしていなかっ
たため、就職前からとても不安でした。
少し練習はしましたが、こどもたちに提
供する大切な料理ということもあり、と
ても緊張していました。現在でも、レシ
ピを調べてノートに書き写し、それを見
ながらなんとかユニットで料理を作って
います。そのような状況でも頑張ること
が出来るのは、やはりこどもたちの喜ぶ

顔が見られるからだと思います。こども
から 今
｢日のご飯美味しかったよ と
｣言わ
れたり、たくさんおかわりしている姿を

見ると、頑
｢張って作ってよかったな と
｣心
から思うことができます。また、最初は

料理にとても時間がかかり、洗濯物やそ
の他の家事に手が回らなくなることがあ
りましたが、少しずつ効率よく料理がで
きるようになり、その他の家事も行うこ
とができるようになってきました。まだ
レパートリーが少なかったり、たまに失
敗してしまうこともあるので、毎日練習
を重ね、こどもたちが喜ぶ料理をたくさ
ん作ってあげたいと思います。
毎日大変なことや辛いことに直面して
います。しかし、それ以上に楽しいこと
や嬉しいことがたくさんあることを、日々
実感しています。
こどもと何気ない話をしている時や、
一緒に料理をしている時、毎日の挨拶な
ど、小さな幸せがたくさんあります。そ
の小さな幸せを今後も守っていけるよう
に、環境の整備や一人一人とのコミュニ
ケーションを大事にしていきたいと思い

６

女子ユニット

一日が少しでも良いものになるように、支
全
児童の特徴や学習状況を理解した上で、
援していきたいです。また、将来こどもが
その子に合った教材、学習方法を選択して
施設を出た時に困らないように、日常生活
行わなければなりません。毎日予定通りに
の中で必要なスキルやマナーなどを伝えて
進む事の方が少ないですが、何か一つでも
いきたいと思います。
出来る事が増えたり少しずつ成長していく
課題はたくさんありますが、自分の気持
姿を近くで感じる事が出来るのはとても嬉
ちを溜めてしまうこどもにとって、感情を
しいです。一人ひとり出来る事は異なりま
吐き出しやすい職員になりたいと思ってい
すし、すぐに出来る様になるのは難しいで
ます。
すが少しでも「わかる」
「出来る」を増や
こどもたちにとって、過ごしやすい環境
してあげたいです。
を作るにはどうしたらいいのか日々考えな
私は学習や生活の場面で関わる事があり
がら、関係性を作っていきたいと思います。 ます。関わる中で感じる疑問も沢山ありま
すが、その一つ一つに意味がある事を学び
ました。間接職員だからこそ気付ける事も
あると思うので日頃から色々なアンテナを
張って支援につなげたいと思っています。
また、ここにいるこどもたちが社会に出
た時、孤立することなく自身の力で生きて
行く為に地域や社会との関りがとても大事
だと実務を通して感じています。こどもた
ちにはもっと園の外に出て色々なものを見
て、触れて、感じる経験をさせてあげたい
です。その環境を作る為にも、自分なりに
努力してこどもと接する時間を増やしてい
ければと思います。
自分自身も学びの姿勢を忘れずに、今自
分に出来る事は何なのか考え行動に移して
いきたいと思います。
学習支援員

さない

藤森

彩衣

私は初め教師を目指していました。しか
し、学校以外にもこどもを支援する場所は
沢山ある事を知り、その中でも一番近くで
こどもの生活をサポートできるのが児童養
護施設なのではないかと思いました。そこ
で自分が出来る事は何かと考えた時に、二
年間小学校で特別支援級のボランティアを
していた経験を活かし、施設にいるこども
たちを学習面でサポートしていきたいと思
い学習支援員として入社を決めました。
学習支援の対象児童は 人以上いる為、

ふじもり

７

女子ユニット
なつき

山根

なつき

私は専門学校一年時ではまだ保育士にな
ろうと考えていました。しかし、学校の授
業で保育園以外の乳児院や児童養護施設な
どを知っていく中で、施設といっても様々
な種類の施設があるという事を学ぶ機会が
増えていきました。そんな時、学生時代の
実習では保育園、障がい者施設そして白山
愛児園にて学ばせていただく機会がありま
した。それぞれの施設の方針や、関わり方
を間近で見て体験して感じた中で児童養護
施設に惹かれました。こどもの生活や、卒
園したときに困らないようにする為の支援
を職員同士で話し合い、意見を出し合う姿
を見て、
「私もこの施設で一緒にこどもた
ちをサポートしたい！」と考え、入社を決
めました。
実際に働いてみると、１年目の私と先輩
職員に対する子どもの態度に差を感じるこ
とが多々あります。最初は特に子どもとの
関係づくりはもちろん、業務の流れなども
上手くいかず、不安になることもありまし
た。しかし、先輩、同期の仲間に支えてい
ただき、不安になることが少しずつ減って
きています。
こどもたちが様々な事情でこの場所に来
たことを忘れず、こどもたちにとって一日

10

やまね

３０２ユニット

３０３ユニット
現在、幼児１名、小学生４
名の計５名で生活している女
の子ユニットです。外では一
輪車に乗ったり、砂場遊びを
したりと元気に遊ぶ姿が見ら
れます。また、みんなぬいぐ
るみが大好きで、ユニットの
中ではぬいぐるみで遊んだ
り、ぬいぐるみに囲まれて
眠ったりする可愛らしい女の
子たちです。
年上のこどもたちは「やっ
てあげるよ！」とお手伝いを
し、年下のこどもはお姉さん
たちの真似っこをすること
で、お互いに成長しています。
優しくて元気いっぱいなこ
どもたちの笑い声があふれる
ユニットです。

結（地域小規模）

地域の一軒家を借りて、
３歳から 歳の、男の子３名・
女の子３名で生活していま
す。「お家らしさ」を大切にし、
地域の方々に見守られなが
ら、温かい雰囲気の中でのび
のびと成長しています。
自分の時間も大切ですが、
お庭でバーベキューをした
り、ボウリングやキャンプに
行ったりと、皆で一緒に過ご
す時間も笑い声が絶えず、楽
しく過ごしています。
部活動やアルバイト、習い
事等、自分の好きな事・興味
のある事を日々頑張っていま
す。

８

３０１ユニット
小学１年生から、中学２年
生までの５人の女の子のお部
屋です。
お姉さんが年下の子の髪の
毛を結んであげたり、小さな
子たちの無邪気さに年上の子
が癒されたりと、日々支え
合って生活しています。
時には喧嘩をすることもあ
りますが、その度にたくさん
話をして、乗り越え方を学ん
でいます。
毎日の挨拶や、
「ありがと
う」「ごめんね」の言葉を大
切にし、思いやりあふれるユ
ニットを目指します。

小学１年生から小学５年生
の計５名が生活している、女
の子のお部屋です。
お洒落する事が好きな子、
外で思い切り運動する事が好
きな子、ゲームや読書が好き
な子。個性豊かな５名ですが、
桜が綺麗な頃には「春を見つ
けに行こう！」とみんなで探
検ごっこをします。取り込ん
である布団を見つけると船に
見立てて海賊ごっこをするこ
とも！全員が揃ったときの発
想力に、大人が驚く毎日です。
誰かが落ち込んでいると、
誰かが自然と励ましてくれま
す。
一人一人が優しく元気いっ
ぱいな、笑い声の絶えないユ
ニットです。
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２０１ユニット
ユニットの引っ越しもあり、
毎日賑やかな男の子のユニッ
トです。現在幼児３名・小学
生１名・中学生２名の計６名
が生活しています。幼児・小
学生の好きな遊びは、ボール
遊びや自転車・トレーニング
バイク、ごっこ遊び、砂場遊
び・・・。中学生は、虫捕り
やゲームをして過ごしていま
す。
喧嘩も多いけれど、何だか
んだでとても仲良しです。
個性豊かな職員とこどもた
ちとで、お互いに学び合える
ようなユニットを目指してい
ます。

２０２ユニット
小学２年生から高校３年生
までの６人の男の子のお部屋
です。
一緒にテレビゲームをして
盛り上がったり、年上児童が
年下児童に玩具を貸してくれ
て仲良く遊んだり、といった
姿が多く見られるユニットで
す。
こども同士で喧嘩をした
り、職員とこどもの気持ちが
すれ違う事もありますが、一
つ一つの事をお互いが納得す
るまで話をし、解決していく
ことを大切にしています。
感謝を忘れず、笑顔の溢れ
るユニットを目指していま
す。

ショートステイ

ご家庭の理由により子育て
が一時的に困難になった際
に、お子さんを短期間お預か
りする、ショートステイ・デ
イステイのユニットです。
様々なお子さんが利用する
為、玩具や遊び場、食事や安
全で安心して過ごせる環境等
をそのお子さんに合わせてそ
の都度用意し提供していま
す。
利用されるお子さんと保護
者の方の状況やニーズを分
かって、不安な気持ちを少し
でも解消して利用されるよう
努めています。

９

１０

１１

はじめは園での生活に不安を感じていました︒しか
いているアルバイトは続けました︒ほしい車を買う

らの生活はガラッと変わりましたが︑高校生から働

の家で生活をすることになったのです︒園を出てか

を出る日が来ました︒高校を卒業し︑春から姉夫婦

くれた家族や園の職員のことをもっと大切にしよう

な思いをしていたのかということに気付き︑支えて

実感しました︒同時に︑自分の親や園の職員はこん

ず︑子どもと対峙することはこんなに大変なのかと

僕は高校１年生の春に白山愛児園に入所しました︒
し︑友達や白山愛児園の職員が話を聞いてくれたの

ドが閉店することになり︑知り合いから紹介しても

で︑３年間とても楽しい生活を送ることができまし

日のように働いていた為︑友人と遊ぶ機会は減って

らった店へ異動することになりました︒異動先の方々

ました︒苦労や悩みもありましたが︑職場の仲間た

忙しい毎日を送っていたさなか︑ガソリンスタン

園での１番の思い出は１年に１回︑２泊３日で行

いきました︒しかしバイト先の先輩達が遊びに連れ

もとても親切で︑出会いに恵まれているなぁと感じ

と思いました︒

く夏のキャンプでした︒テントをたてたり︑料理の

て行ってくれたので︑寂しい思いをすることもなく

という目標があったからです︒その目標の為に︑毎

仕込みをしたり︑子どもと大人が一緒になって汗だ

充実した毎日を送ることが出来ました︒

た︒

くになりながら１つのことに夢中で取り組んだ思い

ちが話を聞いてくれたので乗り越えることが出来ま

出は本当に貴重でした︒もちろん遊びの時間もあり︑
海で素潜りをしたのですが︑魚を初めて銛で突いた

歳になって︑ありがたいことにガソリンスタン

した︒

ぶことができました︒卒園して時間が経った今でも

願い続けていた正社員という夢︒天秤にかけること

ドの社員契約の話を頂きました︒保育士になる夢と︑

は出来ませんでした︒しかし︑将来のことを考え︑

正社員に早くなりたかった僕はガソリンスタンド正

社員の道を選択しました︒掛け持ちをしていた時よ

り︑当然給料が減りましたが今後もお金の使い方を

車の保険にも入り︑車を持つという事はとても大変

きたお金で車を買いましたが駐車場代やガソリン代︑

為にも勉強をしっかりして資格を取りたいと思って

ません︒僕は勉強が苦手ですが自分の為にも会社の

この先︑正社員として色々資格を取らなければいけ

て使っていきたいと思っています︒

しっかり管理し︑ほしいものがあっても計画を立て

な事だと知りました︒しかし苦労した分だけ特別な

はこういうものなのだという事を知る事ができまし

応をしなければならないという事や︑サービス業と

お客様が来店する中︑どんな方に対しても丁寧な対

僕はアルバイトをする事で︑色々な︵個性豊かな？︶

年が無事に終わった事を皆で祝いました︒

に行った事もありました︒年末には食事に行き︑１

の歓迎会を開いてくれたり︑休みの日には野球を見

色々な事を教えてくれました︒プライベートでも僕

した︒アルバイト先の人達はとても優しく︑親切に

すると色々と話を聞いてくれました︒そして保育園

の思いを髙木さん︵白山愛児園施設長代理︶に相談

士になりたい﹂という気持ちが生まれました︒自分

ですが︑園のこどもたちと関わっていく中で︑﹁保育

卒園後も︑白山愛児園にはよく遊びに行っていたの

えるようにもなりました︒

改めて決意しました︒また︑真剣に将来のことを考

なおし︑自分自身や周囲の人たちを大切にしようと

面︑責任が増えることでもあります︒人生を見つめ

いう事は出来ることの幅が広がり楽しみが増える反

いわゆる大人の仲間入りをしました︒大人になると

いつか親孝行できるよう頑張ります︒

ありがとうございました︒

です︒

をさせてくれた白山愛児園の職員さんたちのおかげ

を語らず背中を見せ︑当たり前に︑当たり前の生活

気で叱ってくれて︑話を聞いてくれて︑時には多く

そして︑僕がこんなに前向きに夢を語れるのも︑本

ルに乗れるよう頑張ります！

いつかスーパーカーランボルギーニ・アヴェンタドー

ように一日一日を大切に一生懸命働きます︒そして

進していきます︒

将来は︑上の立場の人間になれるように諦めずに精

います︒

思い出もどんどん増えていきました︒

た︒

を紹介してもらい︑ご縁がありその保育園で働くこ

歳になり

お金は働かなければ手に入らないし︑タダではもら

とになりました︒僕は︑ガソリンスタンドと保育園︑

色々やんちゃをしていた僕もとうとう

えない︒当たり前ですが︑大切な事を学ばせて頂き

掛け持ちでアルバイトを始めました︒

また︑結婚もしたいので安定した収入を得られる

ました︒また︑自分自身が働く立場になった事で︑

遊びました︒子ども達は中々言うことを聞いてくれ

保育園では掃除・洗濯をし︑時間があれば子どもと
白山愛児園で生活をして３年が経ち︑とうとう園

園の職員達が毎日どれほど苦労をしていたのか気付

ビューをしました︒園の近くのガソリンスタンドで

話は変わり︑僕は高校１年生の秋にアルバイトデ

鮮明に思い出せる程とても大切な思い出です︒

が︑僕はその経験のおかげで命の儚さや大切さを学

時の感触はとても印象的でした︒少し残酷な様です

歳になり︑ほしい車が見つかったので貯金して
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く事が出来たと思います︒

20

１２

18

RT ！

STA

下準備で
資材運び
ベンチ♪

タイヤを埋める準備！

みんなで資材運び！

遊具の資材を積んだ
トラックが到着！
ノリノリ
♪

園長先生も☆
いよいよ設置
当日☆
雨にも負けず
、張り切って
ミー

ティング！

サッカーゴール

作業
スタート！

了☆

資材運び完

タイヤ塗
り♪

遊具のパーツ作り☆

きちゃう！
登ってみよう！

サッカーもで

完 成

！

！

補修

砂場

みんなで
あそぼう☆
う♪

どれにしよ

GOAL

おい

もうすぐ
完成・・・

！

しそ

ュー！

ジュージ

チョコレー
ト
ファウンテ
ン☆

最後は
BBQ ！

～☆

うんていも任せて☆

ありがとうございました！！

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

１４

げきだん・ふしぎ

な卵

～芝居を作ってみ
ませんか～
私たち、普通に働
と、働くのに少し く個性豊かな若者
疲れたジジ・ババ
の
劇団です。
稽古では、やりた
いことをやるには
ど
うしたら良いか、
研究しています。
芝居作りだけで生
きて来た、米倉日
呂
登が演出していま
す。
※詳細はお問い合
わせください
米倉 日呂登 ( マサ
カネ一座 )
☎：044-852-3
034
mail：theartpro
@gmail.com

読んだり遊んだり
シニアまで 本を
す～
～赤ちゃんから 楽しめる にぎやか図書館で
のんびり

◎毎週火曜日
：３０
１０：３０～１４ なし会・わらべうた
１１：００～おは カフェ
こり
ほっ
ど
本の選び方相談な
日
◎第 2、第 4 土曜 ：００
１３：００～１６ なし会・わらべうた
１４：００～おは カフェ
ほっこり
子ども活動）
なかよしクラブ（

HP へアクセス
できます→→→

～ハンディを持つこどもと、
そのママのためのサークルです～
月に１回、一緒に遊んだり、おしゃべりし
たり、情報交換したりしています。
月に 1 回（日にちは月によって違います）
集まっています。
先輩ママが保育ボランティアに入ることも
あり、くつろげるひとときです。
活動場所や時間は変更することが
あるので、事前にお問い合せください！

ークル～

験＆お茶会サ

ッズダンス体

～ベビー・キ

のうち月 2 回

曜日
頃までの首の
3 ～ 24 か月
生後
:
育者の方
◎対象者
ゃんとその養
すわった赤ち

◎月・水・金

さい
m）
い合わせくだ
※詳細はお問 romari.1223@gmail.co
ku
黒澤まりえ（

※詳細はお問い合わせください
にこりん（nikorin@ju.ciao.jp） ～健康と幸せ
を軸に一
コミュニティーを 緒に楽しい
作っていく仲
いつでも歓迎して 間を
います～
お母様とお子様だ
お父様の参加も多 けでなく、
ご家族で来てみて い親子ヨガですので
ください。
◎日曜日 月 1
回
９：１５～１０：

００

◎対象年齢：年齢

問いません。
＊お子様幼児〜中
（２歳まで無料。 学生まで。
）

１５

川崎市長 様

英国ロイヤルバレエ団 様

株式会社 スタジオクリップ 様

株式会社 デジタルライズ 様

平成三十年度

阿部 有加 様
川崎市社会福祉協議会 様

一般社団法人 関東アイスクリーム協会 様

あそびの日ご招待

さま

HEAT UP
プロレス さま

クリスマス
チャリティー公演

さま

ボランティア等でご支援いただいております。

油壷
マリンパークさま

日産労連
神奈川地協

あかもと本舗さま

御寄付・御招待・ボランティア
御芳名帳 （順不同）
大草 綾子 様
一般社団法人 白山まちづくり協議会 様

株式会社 パソナキャリアカンパニー 様

川崎市
レクリエー
ション連盟

さま

工作教室

小島 様

新ゆりグリーンプラザ商店会 様

麻生区商店街連合会 様

川本 勝 様

原田 利裕 様

土師 美子 様

神奈川事業福祉協会 様
新百合ヶ丘商店会 様

株式会社 横浜銀行 様

フジマルクラフト 様

アカシア自治会 様

川崎労働者福祉協議会 様

有限会社 ソフトウェアデザイン 小島龍彦 様

新百合ヶ丘自治会 様

木村 晃子 様

木村 太郎 様

星野 宏幸 様

熊澤 様

株式会社 朝日ホーム 様
新日本カレンダー 株式会社 様

全国シャンメリー協同組合 様

株式会社 プレナス ほっともっと 様

株式会社 エフ ・クライミング 様

さつき第２自治会 様

一般社団法人 神奈川県養豚協会 様

齋藤 達郎 様

廣瀬 直子 様

公益財団法人 毎日新聞 東京社会事業団 様

株式会社 カレンズ 様

白山ポプラ自治会 様

三浦 たまき 様
藤原 由美子 様
小野 路子 様
ぐるーぷ もこもこ 様

ヨット児童セーリング

油壷マリンパークご招待

ご招待・ご寄付
ボランティアなど

いつもご支援いただき

キッザニア

プロレス観戦
白山愛児園まつり催し物

掲載させていただいた団体さまの他にも、たくさんのご招待・ご寄付、

神奈川土建
一般労働組合
座間海老名支部さま

宮澤 輝男 様
奥山 玲子 様

神奈川県社会福祉協議会 様

株式会社 シュガーレディー 様

様
YaiYai
王禅寺中央中学校区地域教育会議 様

中島 義明 様
メゾン ・ポン ・ポワ 様
Maison Pont Pois
カーブス 麻生百合丘 様

柴田 玉子 様

一般社団法人 日本プロサッカースクール 様

キヤノン
マーケティング
ジャパン株式会社さま
公益財団法人
報知社会
福祉事業団さま

あおば子どもミュージカル 様
特別養護老人ホーム ラスール麻生 様

平
※成 年 月 日〜平成 年 月末日まで記載し
ております︒以降は次号にてご報告させて頂きます︒

上げます。

今年も皆様のご支援・ご協力をお願い申し

お手数ですが、ご一報・ご指摘ください。

お名前に誤字脱字等ございましたら、大変

がとうございます。

日頃よりご支援・ご協力頂きまして誠にあり

した。

この他、匿名でも多くのご寄付を頂戴致しま

3

大森 倫子 様

様
Acacia Green Support47

新百合子どもミュージカル 様

田村和宏 様
HEAT-UP PROWRESTLING
田園調布大学 こども未来学科 望月ゼミ 様
神奈川土建 一般労働組合 座間海老名支部 様
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 様
公益財団法人 スターダンサーズ ・バレエ団 様

31

伊東 紘 様
坂井 マスミ 様
五十嵐 隆一 様
垣谷 江里子 様
滝澤 慶子 様
村井 朱夏 様
岡田 圭司 様
秋葉 晃介 様
本間 國美 様

白山けやき自治会 様
新百合 様
ASA
株式会社 杉本カレンダー 様

株式会社 あかもと本舗

三菱ふそうトラック ・バス株式会社 様
日本鏡餅組合 様

法人日本チャリティ活動支援教会 様
NPO

神奈川県福利協会 様

1

諸磯ヨット
オーナーズクラブさま

ありがとう
ございます

YaiYai さま

4

１６

クリスマス会

正本 恵美子 様
山ノ内 依子 様
岡本 和子 様
今川 理恵子 様
蔵下 和成 様
中島 久幸 様
田中 祐二 様
井口 幸洋 様

裁縫教室
キッザニアご招待

サッカー観戦
横浜銀行さま
野球観戦
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