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「新しい職員を迎えて」 

 

社会福祉法人 子供の町 

理事長 田中文男 

今年も大勢の新しい職員を迎える事が出来ました。

当法人を職場として選んでくださった事を感謝し

ます。分からない事が沢山あって当然です。先輩

職員の指導の下に、子供達が生活しやすい環境を

創って下さい。法人としても皆さんが働きやすい

職場を提供できるよう最大の努力をさせて頂きま

す。 

 実はこの原稿は、病院で診察待ちの時間を利用

して書いております。私も高齢ですから多少の持

病があり、定期的に病院を訪れております。本診

察に入る前に採血・採尿などがあり、それらのデ

ーターを基にしてドクターが所見を述べ、方針を

立ててくれます。 

 本日の採血は新人の看護師さんでした。ある程

度の院内トレーニングは受けていると思いますが、

まだ器具の所在すらよく分かっていないようです。

（患者とすれば少し不安です）その都度、先輩の

看護師さんに尋ねておりました。採血は不慣れの

ようでした。上手に採血できません。焦って注射

針の角度を変えた為激痛が走りました。思わず「痛

い」と叫んでしまいました。看護師さんは焦って、

「すみません」「すみません」の連呼。新人さんは

先輩に再採血を依頼し、ともかくは終了いたしま

した。これまでベテランの看護師さんでも採血に

失敗し、その都度新しい針でやり直しをした事が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありました。腕の内部にある痛点に触れないよう 

細心の注意を払って針を操作していました。しか

し、新人看護師さんにそれを１００％期待するの

は無理です。考えてみると、患者の私が新人さん

に多少の不安を抱いていたかもしれません。だか

ら、我慢出来る痛みまでも強く感じてしまったの

かもしれません。 

施設の子供達も、新しい職員の皆さんに期待感

を持っております。興味も大ありです。場合によ

っては、ボールを投げてみて腕前を試そうと思っ

ているかもしれません。時には暴投をして必要以

上に「下手っぴー」と叫ぶかもしれません。どう

か、その時は笑顔で応えてやってください。先輩

に助言を求めて下さい。必ずサポートしてくれま

す。 

帰宅途中、電車の中で一冊の文庫本を取り出し

ました。志賀直哉の「小僧の神様」です。昨日書

庫を整理していて偶然出てきました。今から六十

五年ほど前に買った本です。当時の高校教師が私

に強く勧めた本の一冊でした。何回となくこの本

を読みました。（後年、本の内容の街で医科器機会

社を設立しようとは夢にも思っていませんでした

が）この本を読む度に教師の事を思い出します。

可能なら、ここで生活する子供達の心に、深く刻

み込めるような思い出を職員の皆さんが何気なく

創ってくれたら嬉しいなと身勝手な事を考えたり

します。結論から言うと、日常の生活が大切です。

全てです。大向こうの受けだけを狙ったら正直失

敗いたします。一緒になって地味ながら希望の芽
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を育てましょう。お手伝いください。何しろそれ

が仕事なのですから。新人さんも経験を積めば必

ずベテランさんになります。だから今の失敗を恐

れないで下さい。 

 

再挑戦！！ 

      子供の町 施設長 根岸 昇 

 ７年ぶりに子供の町施設長を拝命しました。皆

様のご教示・ご支援をお願い致します。さて、敷

地内２５０名近く在籍していた子どもたちは、今

や１５０余名。社会的養護を余儀なくされた子ど

もたちが減少しているわけではありませんが、当

法人が目的を持って意識的に定員削減をしてきた

結果です。背景には前任時期の２つの忘れられな

い事案が大きく関わっています。平成１７年度に

発生した「幼児同士の性被害・加害事案」と全児

童相談所と児童精神科医のご協力による実態調査、

平成１８年に発生した「職員による子どもへの不

適切な対応（体罰）事案」に対する埼玉県知事か

らの「運営改善勧告」です。子どもと職員の関係

性の貧困さ（管理的支配的関係）が子ども間の関

係性に悪影響を及ぼして「負の連鎖＝悪循環の構

造」が顕在化したものと言えます。 

法人・施設運営の本質に迫る改革が内外から求

められるなか、懸案諸課題を克服するために田中

理事長の発案で発足したのが『５ヶ年改善委員会』

でした。（平成１８年１２月） 

課題の柱は①定員削減による小規模化（当時は施

設３分割方針）②老朽化児童寮舎２棟全面改築③

職員倫理綱領・体罰防止規程・危機管理規程等の

整備④日常的な子どもの情報共有化と問題発生時

の対応システム整備⑤管理職と主任・現場職員の

有機的な関係性構築⑥大舎制養護から小舎制養護

（家庭的養護）への転換を目的とした試行実践⑦

職員研修プログラム強化（子どもの権利擁護・発

達障害や非行傾向を有する子どもの理解と対応） 

⑧職員の労働環境・給与制度の見直し 等々多岐

にわたるものでした。 

 改善の取組みを積み重ねた成果の一つが平成２

３年１１月の「旧あんず寮・第７寮改築工事」着

工です。平成２５年３月に２棟目が完成し「小舎

制・ユニット型児童棟」が実現したのです。しか

し、私自身は「改善・改革の取り組みの途中にあ

る」との認識です。 

新たな課題も見えてきています。①子どもの個を

尊重した支援がどの程度できているか。（生育歴や

発達課題の把握、自立支援計画の内実、日常生活

や学習指導・社会体験等）②家庭的養護の試行実

践はどの程度できているか。（自炊調理の機会・和

やかな語らいの場と雰囲気づくり・応答的な対

応・個を尊重する空間利用等）③１８才～２０才

までの養護保障は共有化されているか。（高校等中

退者への支援、支援学校高等部卒業者の措置延長

等）④卒園後の社会的自立を支える取り組み体制

づくり 思いつく事項だけでも大きな課題！今年

度は法人全体として、経験３年未満の保育士・児

童指導員が５０％を占めています。 

次世代の「子供の町」を担う人間性豊かで専門性

の高い職員として定着してほしいと強く願ってい

ますが、適性と熱意のある若手職員を適切に育成

し、その礎を築くことも私に課せられた大きな使

命だと自覚しています。「過去にこだわる者は未来

を失う！」「苦しい時こそ前へ出ろ！」「何事も一

つずつ、一つずつ！」「“教える”とは希望を共に

語ること。“学ぶ”とは誠実さを胸に刻むこと！」

先人の人生を生き抜く言葉を胸に刻みながら、子

どもたちに求めるものは自分自身にも課していく

姿勢を失わずに、再挑戦の機会を全うしたいと思

っています。 

 

「３８年目の春を迎えて」 

エンジェルホーム 施設長 安達 雅弘 

 

社会法人子供の町に入職し３８年目の春を迎える

ことになりました。この間、仕事への慣れからか

何か目標を見失い惰性で過ごしていた日々も正直

ありましたが、現実はそんな日々をそうは許して

くれませんでした。次から次へと置かれた立場の
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中で力のない自分に突きつけられた課題にどう向

き合い対処していくかで精一杯でした。気がつく

と３８年の月日が流れてしまったといった実感し

かありません。反省すべきことは山ほどあります。

しかし、力のない私でも自分らしく子供達と一生

懸命に向き合ってきたことに（全くの自分本位な

自己目線ですが）対しての悔いはありません。ま

た、多くの子ども達と出会い、たくさんの思い出

をいただいたことを感謝したい思いです。先日、

卒園生の子から「バーベキューするので来ない？」

と連絡がありビール持参で遊びに行きました。当

時の担当していた寮の子ども達も５人来ていまし

て思い出話に花が咲いて本当に楽しい時間を過ご

させてもらいました。また、それぞれの人生の歩

みの中で様々な困難乗り越えて今を生きている話

を聞くこともでき、私にとっての学びの時間をも

作ってもらい、曲がりなりにもこの仕事を続けて

きて良かったのかなと思い返すこともでき本当に

感謝です。 

 この仕事における「働き甲斐」は最終的には、

その職員自身が何を感じ、考え、行動してきたか

の営みの中でそれぞれに何かを見いだしていくし

かないと思うのです。個人差があるのも当然です

が、施設長としての私に課された役割は何かを考

えた時、そこに対しての援助や環境整備をいかに

できるかにあるのではないかと考えております。 

 そのことへの思いを傍らに置き、３８年間私を

支えていただいた多くの皆様に感謝し、私に与え

られた限られた一日一日をとにかく大切に過ごし

ていく所存であります。皆様方のお力添えを是非

ともお願い致します。 

 

 

小学校入学 

「１年生になって頑張りたいこと」 

小１ M.ゆうな  

私は、１年生になって漢字の勉強を頑張りたいで

す。なぜなら、ひらがなとカタカナは幼稚園でた

くさん練習して書けるからです。大人は漢字をた

くさん書いているので、早くたくさん漢字を書け

るようになって自分も早く大人になりたいです。

そして、上手に漢字の書ける大人になって色々な

人から褒めてもらいたいです。(*^_^*) 

 

小１ H.ゆうと 

 ぼくが 1 ねんせいになったらいろいろなじっけ

んをがんばりたいです。みたことはないけれど、

いろいろないろをつくりたいです。もうひとつは

そうじです。ぴっかぴかになるからです。 

 

中学校入学 

 

「中学生になって」              

中１ K.りおん 

 

中学生になって頑張りたいことは、部活と勉強で

す。 

部活は、サッカー部に入部しました。サッカーが

大好きなので、辛いことも乗り越えて頑張ってレ

ギュラーをとりたいです。先輩と仲良くなってた

くさん良いプレーを学びたいと思っています。朝

練も大変ですが、早起きも頑張ります。勉強では、

塾にも行っているので分からないところをなくせ

るようにしていきたいです。学校と部活を休まな

いように３年間頑張ります。(^^)/ 

 

「中学１年生になって」 

中１ M.まい 

私は中学生になって思ったことが三つほどありま

す。 

まず一つ目は、勉強やテストについてです。勉強

は小学校の頃より難しくなったり算数は数学にな

ったりと、覚えなければならないことがたくさん

あることです。次に二つ目は、部活動についてで

す。私は運動部に入りましたが、運動部は思って

いる以上にハードな部活だけれども一人一人自分

の目標を持って先輩達に追いつくため日々努力を

しているということです。最後の三つ目は、委員
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会活動などを積極的に取り組んでということにつ

いてです。今まであまり前へは出なかった人たち

が、委員会活動などに進んで立候補したり人の役

にたとうとしている人が居ることです。私は、あ

まり中学校に慣れていないので早く慣れて人の役

に立てるようにしたいです。(^o^) 

 

 

「中学校で頑張りたいこと」 

中１ H.しゅんすけ 

 僕が中学校で頑張りたいことは、三つあり、一

つ目は、新出漢字を覚えることです。理由は、今

まで漢字小テストで百点取れたのが、十回しかな

いので、中学校では最高十点ですが、満点を取り

たいと思います。 

二つ目に頑張りたいことは、英語の勉強です。理

由は小学校ではなかった勉強なので多くの英単語

を思える事を頑張りたいからです。三つ目の頑張

りたい事は、部活です。僕はサッカー部に入りま

した。サッカー部では C グループから B グループ

に入ることを目標にしたいと思います。(^^)/ 

 

 

中学生になって 

中 1 Y.とわ 

 私は、中学生になり、部活と勉強をがんばりた

いと思います。 

 勉強では、まずは中間テストに向けて勉強をし

ていき、英語と、数学と、国語は、100 点を取り

たいと思います。化学と社会は苦手ですが、80点

以上目指したいと思います。 

 部活では、筋トレをしっかりとやり、体をきた

え、大会に出られるように、練習し、大会に出れ

たらいいなと思います。たけさとに負けないよう

にがんばりたいと思います。そして、バドミント

ンで葛飾が一位になれるようにしたいです。(^o^) 

 

 

 

高校（支援高等部）入学 

高校生になって 

高１ M.しょう 

早く学校に慣れてお友達をたくさん作りたいです。

勉強を一緒にしたりお話をすることが楽しみです。

部活は。バスケットボール部に入り、パスやシュ

ートが上手くなるように練習を頑張っていきたい

です。委員会は放送委員に入り、給食の時や運動

会の時に元気よく大きな声でできるように頑張り

たいです。(*^_^*) 

 

高校入学 

高校三年間 

高 1 H.きらら 

 

 高校三年間という短い時間の中で、しっかりと

将来を考え夢に向かって日々の授業や部活動に一

生懸命取り組みたいと思います。 

 また、進路の幅を広げられるようにいろいろな

大学や専門学校、職業を調べていきたいです。高

校を卒業する時に充実した三年間だったと心から

思えるように今から頑張ろうと思います。 

 

施設から職場へ 

 

「仕事について」 

卒園生 M.ひとみ 

私は高校を卒業して、スターバッ

クスカフェに就職しました。住む場所がまだ決ま

っていなくて施設から通わさせてもらっています。 

１６年間施設で育ったのでとても通いやすいし、

園長さんはじめ関わってくれる人にとても感謝し

ています。 

 働き始めて早１ヶ月が経ちました。仕事にだん

だん慣れてきて職場のパートナーやお客様ともコ

ミュニケーションがとれるようになってきて自分

に少し余裕ができたように思います。主に裏での

作業が多いけれど表に出る機会も増えてきました。

五月十日からは、ドリンクの勉強が始まって自分
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にできることがもっと増えていけば嬉しいなと思

っています。今私は、アルバイトで６時間以上働

けないためいつかは正社員に慣れるように頑張り

たいです。(*^_^*) 

 

「施設から職場へ」 

卒園生 K.さよ 

私は、四月一日から加須市にある株式会社コロン

バン埼玉工場で働き始めました。本当は三月中に

施設から退所しなければいけないけれど、グルー

プホームが見つからず少しの間施設から職場まで

通わせてもらうことになりました。職場まで遠い

ため早く起きて準備しなくてはなりません。就職

して１ヶ月ほど経ち、ようやく仕事に慣れてきま

した。学校とは違い気をつかったり、慣れない作

業をやったりと、とても大変ですが、色々なこと

に挑戦したり、学んだりと、とても充実していま

す。仕事が終わり、施設に帰ると同じ部屋の幼児

が「おかえり！」と出迎えてくれたり、とても癒

やされ仕事のストレスを解消してくれます。私は

もう少しで施設を出るけれど、常に色々な方に支

えられていることを忘れず、そのことに感謝して

仕事に励み、自立できるように頑張りたいです。

(^^)/ 

連休中の外出   

「イチゴ狩りで楽しかったこと」 

小 3         S.しおん 

私がイチゴ狩りで楽しかったことは、山羊に餌を

あげたことです。他にも色々の動物もいたけど、

山羊に餌をあげたことが一番でした。一時間半歩

いて良かったなーと嬉しく思いました。イチゴは

全部甘くて美味しかったです。イチゴの中で、大

きくて熟しているイチゴがあったので食べてみた

らとても美味しかったです。子供の町のイチゴも

美味しいけれども私の行った野口農園さんのイチ

ゴはもっと美味しいです。是非行ってみて下さい。 

幼稚園 年長       N.こうすけ 

「五月一日に清水公園に行きました。はじめに、

迷路をしました。行き止まりがあって難しかった

です。K さんと僕と I 君チームは、二番目にゴー

ルしました。アスレチックでは、チャレンジコー

スをやりました。山越えは最初できなかったけど、

二回目は N さんに助けてもらってできました。嬉

しかったです。ペダルボートにも乗りました。皆

でお弁当を食べたり、鬼ごっこをしたり少し疲れ

たけど楽しい一日でした。 

 

新任職員から 

 

エンジェルホーム９寮  

保育士 関塚 万里 

 私は、今年の三月の終わり頃に、東京都の東村

山から春日部に引っ越してきました。それと同時

に、子供の町の職員として働き始めました。子供

の町で働く前は、東京都の小学校の特別支援講師

を三年ほどしていました。とても勉強になる経験

をさせて頂きましたが、もっと子供達と深く関わ

る仕事がしたいと思うようになり、現在に至りま

す。配属先が決まり。幼児を中心の部屋の担当に

なり、いつの間にか一か月が過ぎました。この一

か月間は、自分の未熟さを痛感する日々でした。

先輩の職員の方々や子供達にたくさん助けられだ

からこそ、何とかなってきたのだと思います。ま

だまだ、多雨さんご迷惑をおかけしてしまうと思

いますが、子供達と共に成長していけるよう励ん

でいきたいと思います。宜しくお願い致します。 

子供の町１寮  

保育士 中野 愛香 

 ４月から第一寮に配属なりました中野愛香です。

私は生まれも育ちも埼玉県草加市です。お煎餅で

有名な所です。今現在も一時間かけて草加から電

車で通勤しています。中高は吹奏楽部でクラリネ

ットをやっていました。吹奏楽だけでなく音楽が

好きで、ライブに行くのがとてもストレス発散で
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す。大学は千葉にある聖徳大学で、社会福祉の勉

強をしました。並行して保育士の資格取得に向け

て勉強する中で児童養護に興味を持ち施設への就

職を決めました。 

これまで様々な授業を受けてきましたが、入職し

て一か月、経験が一番大切だと改めて感じました。

まだまだ未熟で、ご迷惑をおかけすることがある

と思いますが、子供に寄り添える職員になりたい

と思います。宜しくお願い致します。 

 

子供の町 杏寮 

            保育士 小林 なつみ 

 四月より、子供の町で職員として働き始めて早

１ヵ月が経ちました。私は、児童養護施設に実習

をした経験がなく、不安でいっぱいでした。各寮

にて、実習させて頂き一日の流れや業務の事につ

いて職員の方々が詳しく教えて下さったお陰で不

安が安らぐ事が出来ました。杏寮に入り、一日一

日があっという間に感じます。子供達と一緒にご

飯を食べたり、笑ったり、生活の中でたくさん癒

される事が感じられます。時には、怒ったり上手

くいかない事もありますが、他の職員の支えがあ

るからこそ前向きに子ども達と関われるのだと思

います。まだまだ、分からないことばかりですが、

子ども達と共に成長できるよう、頑張ってきたい

です。 

 

 

エンジェルホーム ６寮  

指導員 蓜島 直人 

四月から第六寮に配属になった蓜島直人と申しま

す。埼玉県春日部市出身で高校卒業後は、宇都宮

大学へ進学しました。大学では教養学部のように

広く浅く様々な学問を学んできました。中々進路

が定まらない中参加した、東日本大震災の復興支

援をきっかけに福祉に関わる職業に関心を持ちま

した。子供の町の職員として働き始めてからの一

ヶ月はとても早いもので、日々の業務に追われる

うちにあっという間に過ぎ去っていきました。こ

の一ヶ月間は多くの方にご迷惑をおかけしてしま

い、この仕事の難しさを痛感するばかりでした。

日毎に違う子ども達の対応に悩む毎日ではありま

すが、周りの方々の力を借りながら、子ども達と

関わっていきたいと思います。まだまだ分からな

い事だらけで力不足ではありますが、子供の町の

一職員としての自覚と責任を持って、これからも

業務に励んでいきたいと思います。 

 

子供の町 １寮 

      指導員 竹山 洋祐 

子供の町で働き始めて早くも一ヶ月が過ぎました。

毎日が慌ただしく過ぎていく日々の中で子ども達

とどのようにコミュニケーションをとっていこう

かと考え続けています。まだまだ憶えていくこと

が多い中で、少しでも早く仕事に慣れ、子供の町

の職員として恥ずかしくないように成長していき

たいと考えています。今年一年間の抱負として、

「たくさん失敗をして、たくさん考え、沢山学ぶ」

という事を心掛けていきたいと思います。そして

来年には、「同じ失敗は繰り返さない。先を読んで

行動していけるようにする。」という目標を持って

取り組んでいきます。まだまだ、未熟でご迷惑を

おかけするかと思いますが、何事にも前向きに取

り組み、様々な経験を積んで、様々な角度から物

事を考えられるような人物になれるよう尽力して

参りますので、今後ともよろしくお願いします。 

 

エンジェルホーム ５A寮  

保育士 船越 彩華 

四月にエンジェルホーム第五寮に配属になって、

約一ヶ月が経ちました。少しずつですが施設での

生活にも慣れてきたように思います。私は、大学

で社会福祉を学び、その中で児童福祉に興味を持

ちました。児童養護施設の職員として働きたいと

思ったのは、より近い関係で子ども達を支援した

いと思ったからです。しかし、働き始めて一ヶ月、
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支援するどころか子ども達の明るさ笑顔に、こち

らが助けられている毎日です。自分自身まだまだ

未熟なもので、無力さを感じる事も多くあります。

一日も早く先輩職員のようになれるよう、日々学

び、エンジェルホームでの生活を通して人間的に

も成長していきたいと思っております。精一杯頑

張って参りたいと思いますのでどうぞよろしくお

願い致します。 

 

 

 

エンジェルホーム ５B寮 

保育士 曾原 瑞恵 

私が第５B 寮に配属され、早くも一ヶ月が過ぎま

した。まだまだ分からない事が多いですが、周り

の職員の方々や子ども達に支えられ充実した日々

を過ごしています。 

私は神奈川県で生まれ、物心つく前に岩手県に引

っ越し、大学進学まで岩手県で育ちました。毎日

近くの山で、秘密基地を作るような子ども時代で

した。大学進学と共に東京で一人暮らしを始め特

別支援教育について学んできました。サークルや

研究室の活動等を通して色々な小学校へ行き、多

くの子ども達と出会う機会に恵まれました。そう

した関わりの中で、学校教育はもちろん大切だけ

れど、普段の生活の方が子どもの成長に関与して

いるのではと思い始め、生活支援が出来る仕事に

就きたいと思うようになりました。一日でも早く

職員として力になれるよう頑張って参りますので、

よろしくお願い致します。 

 

子供の町 ３・８寮 

             指導員 富樫 大樹 

昨年 7 月に採用して頂き、第 8 寮で 2 ヶ月、第

1 寮で 6 カ月お世話になり、今年度からは第 3 寮

と第 8 寮のフリー職員として配置されました。5

月 1 日時点で 9 カ月が経ち、これまでを振り返る

と、新たな職場や子どもたちとのやり取りに戸惑

いながらも、児童養護施設での職務や、子どもへ

の対応について様々なことを学ばせて頂いたと感

じます。特に興味深かったのは、子どもと関わる

中で自分が幼かったころの忘れていた記憶が蘇っ

てきたことです。我儘で甘ったれで弱かった自分

を優しく育ててくれた祖母との記憶。様々な経験

を積み大人になった今、その素晴らしさを改めて

感じました。僕は祖母だけでなく、沢山の人の優

しさに生かされ、成長させて頂いたと感じていま

す。僕は人の優しさが人の心を育むと信じていま

す。そんな気持ちが少しでも子どもたちに伝わる

ように、これからも尽力に努めていきたいと思っ

ています。 

 

子供の町 杏寮 

保育士 田中友理奈 

 昨年度の１２月から子供の町で働くことになり、

４ヶ月間は「さくら」に入りました。そして今年

度からは新たに「ゆり」へ配属されました。 

 「ゆり」へ異動になり、初めてのことばかりで

した。中でも担当を持つことになった点は今まで

とは全然違うと感じました。大変だと思うことも

多いですが、子どもとより深く関わることが出来

てやりがいを感じることもあります。 

 また、私が配属になった「ゆり」という部屋で

すが、職員が２人とも変わりました。私自身も新

しい寮への異動に不安を抱いていたけれど、職員

の変化により一層の不安があったのは子ども達の

方だったと思います。 

 私と新人職員の方と手さぐり状態から少しずつ

始まりましたが、主任や「すいせん」の職員の方々

と支え合い、子ども達と信頼関係を深めていきた

いです。 
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子供の町 給食室 

             調理師  染谷 威 

給食室の調理師の染谷威です。 

私は、生まれも育ちも春日部市（庄和町）で、桜

川小学校と葛飾中学校の卒業生です。小学の時か

ら子供の町のことを知っていて、園の同級生とよ

く遊んでいました。自分の将来の事を考えずに高

校と専門学校になんとなく行ってしまい、とても

後悔していますが、とても楽しかったです。病院

で調理師として雇われるも、まったく美味しくな

く、つまらない職場だったので辞めてしまいまし

た。子供の町で働いて約１年になりますが怒られ

る事が多く大変で辞めてしまいたいと思うことも

ありますが、子供の町を卒園していった同級生に

恥じないように毎日頑張って一人前になりたいで

す。卒園した同級生達が、「子供の町に行けば染谷

に会えるよね」と言ってもらえるようになりたい

です。 

 

 

卒園生挨拶 

子供の町 K.まきし         

進路先：電設会社 

 

今日はこのような会を開いていただきありがと

うございます。 

私は、幼稚園の時からここにいます。この十数

年間は長い様で短かったです。施設の生活はとて

も楽しかったです。施設の大人や周りの人たちに

感謝しています。特に感謝しているのは N さんで

す。高校３年間通えたのも、Nさんのおかげです。 

(アドリブ)施設で一番楽しかったことは、みんな

と一緒に笑ったりしたことですかね。悔いに残っ

ている事はソフトボール大会です。最後の大会で、

寝坊して一瞬の睡魔に襲われてサボっている事が

ありました。行かない事がありました。それで気

付いたことがあります。一瞬の楽より一生の後悔

です。今後悔している事はこれです。 

社会人になったら、一日でも早く仕事を覚えて、

上司や後輩に信頼されるようになります。 

最後に、本当に今日はありがとうございました。 

 

 

エンジェルホーム K.じゅんな 

 就職先：伊香保温泉旅館 

 

５年間５Ｂ寮で過ごしました。嫌なこともあり

ましたが、たくさん良いこともあり思い出もたく

さん作れました。職員さんにはたくさん怒られ反

発もしてたくさん迷惑をかけました。特に O さん

と H さんにはたくさん怒られてたくさん言い合い

もしましたが、それもいい思い出になりました。 

就職活動中も H さんとたくさんいろんなところ

に行きました。無事に就職も出来たので良かった

です。 

来年からは H さんに教えてもらった事をいかし

て生活していきたいです。そして恩返しできるよ

うに一生懸命働いて、美味しいご飯に連れて行け

たらなと思って、頑張っていきたいです。 

 

 

子供の町 O.かずき 

進路先：支援高等学園 

 

僕は子供の町に来て９年がたちました。 

この９年間で色々な思い出があります。 

１つ目は、３寮の子ども達と色々遊んだりして、

とても楽しい日々でした。 

２つ目は、M さんと K さんです。僕は色々迷惑を

かけ怒られてばかりでした。そのおかげで楽しい

日々を過ごせました。 

３つ目は、N さんとすごした時間です。 

N さんには４年間で色々な事を学びました。 

例えば、世間に出て行けるために必要な知識を学

びました。次にどんな人でも接せられるようなコ

ミュニケーションを学びました。 
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９年間いろいろありがとうございました。 

 

子供の町 N.ともみ 

 進路先：短期大学（保育科） 

 

「支えてくれた方たち」 

私は子供の町で約７年間過ごしたなかで、様々

なことがありました。施設に入所した頃は施設の

生活に戸惑いがありました。しかし、施設の方々

に相談に乗ってもらううちに、不安な気持ちがな

くなっていきました。 

施設には様々な年齢の子が居るなかで私は年長

児として必然的に幼い子どもたちの面倒を見るよ

うになりました。その中で将来に渡って子どもた

ちを支えていきたいと考えるようになり、保育士

になりたいという夢に繋がっていきました。 

しかし、金銭的な事情により、一度は進学を諦

めましたが、施設の方々に進路の相談をするうち

に保育士になりたいという気持ちが改めて強くな

り、進学する事を決意しました。４月から短期大

学に入学し、保育士となるべく、支えてくださっ

た職員さんや後援会の方々に恩返ししたいと思っ

ています。 

 

 

 

 
 

 

 「子供の町」あれこれ 

 

◆新任職員歓迎の集い（４月１日） 

 新任職員７人の紹介と人事異動による新しい

担当職員を紹介しました。 多い時には２５

０名が一堂に会していた講堂。１５０余名で

すので「ゆとり」を感じます。ダンスクラブ

によるヒップホップダンス「歓迎の舞」 

 （６曲メドレー）と「子供の町の歌」を披露

しました。「青葉若葉の美しさ 筑波の遠くか

すむ丘 希望に燃ゆる子どもらの 集うとこ

ろよ 子供の町」「朝の空気の清らかさ 緑の

樹々に包まれて 明るく生きる子どもらの 

憩うところよ 子供の町」「夕日は赤く壁に映

え 久遠の星を仰ぎ見て 正義に燃ゆる子ど

もらの 学ぶことろよ 子供の町」 

 （昭和２９年当時、中学生だった松浦さん作

詞・島田さん作曲の名曲です。） 

◆ソフトボールクラブ「恒例の朝練」スタート！

（４月２日） 

 夏の施設球技大会を目指して朝練が始まりま

した。近年は遊びの中でキャッチボールをす

る機会は皆無に近く、キャッチボールができ

ない子どもたちもいますが、夏までには何と

か練習試合ができるようになります。今年も

優勝奪還を目指しています。 

 

◆新年度は幼稚園・小中学校との交流会が恒例

ですが、小中学校の先生方には子どもたちと

一緒に夕食を食べていただきます。同じクラ

スに複数いますので、「なんでうちの部屋には

来てくれないの？！」という声が聞こえます。

また、口では「俺たちの部屋は○○先生だよ、

まじか！」と言いつつも、内心は嬉しい子ど

もたちです。「口ほどではない」ことが多いの

です。 

 

 ◆今年度は小中学校の校長先生が転任の方です

が、何とお二人とも教諭時代に在任していた

先生です。現場教諭時代に子どもたちとのか

かわりがあり、児童指導員時代の私たちとも

交流のあった先生ですので、実に心強い限り

です。管理職になって戻ってきてくれること

に深謝です。 

 

 ◆草加市の「子どもフェスタ」で子どもたちが

ボランティア活動をしました。 
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  輪投げ・ポップコーンなどもブースを担当１

３，０００円の売り上げ、子どもたちの発案

で熊本大地震の被災地にある児童養護施設

「広安愛児園」さんに義援金として寄付する

予定です。 

◆「春日部大凧マラソン大会」（５月４日）が行わ

れ、中学生たちが給水係などのスタッフとして

お手伝いしました。職員では女性保育士１名が

５キロの部に参加、私も３０歳代半ばの卒園生

（女性）２人との約束を果たすために「ハーフ

マラソン」に挑戦。１５キロ関門を制限時間１

３０分ギリギリで通過し、早歩きを交えながら

完走？しました。卒園生は２時間３０分で完走、

遅れること３０分後にゴールしましたが、すで

に閉会宣言も終わっていました。完走後は応援

組の卒園生４人と元職員も交えて美味しいビー

ルで乾杯！ 

沿道や江戸川の土手で声援を送ってくれた子ど

NPO法人　あかり ㈱オフィスGOTO ㈱太平

アットホーム　佐藤　容 カーブス春日部ふじ通り店 かすかべ夢ランド

アパマンショップ カーブス武里店 内牧夢ランド

荒木　嗣則 カーブスマルエツ一ノ割店 杉戸夢ランド

アリックス株式会社 カーブスミスターマックス越谷 平方夢ランド

生間　英起 カーブス吉川駅前店 太平プレイランド関宿店

池澤　澄香 春日部商工会議所青年部 (有)ダスカジャパン　クァウテモック

石原　良子 (株)コストコホールセールジャパン新三郷店 土屋　光代

和泉屋菓子店 (株)埼玉ディエスジャパン 中山　裕子

八潮市カブトムシ育てよう会 株式会社　乾月 日本ES開発協会

内田　綾香 菅波　奈津子 農家支援倶楽部

内堀医院 国際ソロプチミスト東京ー銀座 長谷川　浩一

有限会社　沖田土木 小口　鈴子 ㈱ヒイラギ

☆お寿司慰問 五反田　恵子 (株)フィリップモリスジャパン

　松葉鮨 埼玉県更生保護女性連盟 法華寺　滝本

　一八カネフジ 齋藤良平 堀内　文枝

　彩賀 三州製菓㈱ ホンダ販売労働組合ホンダカーズ埼玉支部

　㈱花岡善治商店 シフォンママ工房 正木　宏和

　関東食料㈱ ㈱J's　Factory 道永　優里

　㈱ヤマグチヤ冷蔵 鈴村　美子 宮川　富次

　遠州屋 埼玉ダイハツ労働組合 靖國神社

　小暮酒店 田中　文男 楽園　南越谷店

匿名の方々

子どもたちのためにご支援ありがとうございました

子供の町後援会からお知らせ

平成28年11月8日（火）に明治記念館にて「子供の町後援会」主催のチャリティーバザーを開催いたします。

平成28年1月～4月までに寄付金および寄付品を頂いた方々（順不同・敬称略）

　後援会では、皆様の後援会費や寄付金・バザーの収益等で子どもたちの自立支援や進学支援を行っています。施設を出て

からの生活基盤を準備することは、とても大変な事です。まして、大学等への進学をめざしている高校生には金銭的に困難で

す。そんな子どもたちの将来を応援するために活動をしてます。

　現在、4名の大学・短大・専門学校生が後援会からの奨学金を受けながら、自分の夢に向けて頑張っています。

　また、毎年、国際ソロプチミスト東京ー山の手様より、大学生1名に支援金をいただいております。学費と生活費の両方を工

面しなければならないので、とても有難く、感謝しております。
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もたちと職員に深謝です！ 

 


