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   「ご挨拶」 

社会福祉法人子供の町  

理事長 斉之平 伸一 

厳しい寒さが続く毎日でございます。 

旧年中も暖かいご支援を賜り、心から感

謝申し上げます。 

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

さて、今年 4 月には、子供の町の正門前

に新しい建物が完成する予定でございます。 

事務棟の半分を取り壊し、埼玉県産木材を

一部使用し、部屋名プレートを春日部産桐

材で作成した、木の香り豊かな 2 階建ての

建物です。１階は、事務室、施設長室、クリ

ニック、障害者用トイレ、応接室、会議室、

２階は、会議室、職員ラウンジです。外壁に

は、田中会長にご支援いただいたボルダリ

ング練習用の設備も設置します。新棟の名

称は、職員の皆さんより募集中です。子供の

町にふさわしい明るく夢のある名称にした

いと存じます。 

現在、新型コロナウイルス緊急事態宣言が

発出されております。子供の町では、子ども

たち、職員の皆さんの健康と安全を最優先

に運営を行っております。 

一日も早く、新型コロナウ

イルス感染が終息し、再び

安穏な日々に戻ることを祈

っております。  

 

「夢をあきらめないで」 

子供の町 施設長 坂本仁志 

新年明けましておめでとうございます。 

新しい年を子供の町の子どもたちも、全員

が元気に迎えることが出来ました。感染が

拡大する中、改めて新型コロナウイルスと

いう新たなリスクから自分の身を守った子

どもたち、そして日々子ども達と向き合い

生活を共にしてくれている職員、生活を食

事や事務で間接的に支えてくれている職員

一人ひとりの心がけがあったからこそと感

じています。また、多くの方々から様々なご

支援をいただいておりますことを深く感謝

申し上げます。本年もどうぞよろしくお願

い申し上げます。 
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さて、新型コロナウイルスの感染拡大が

収まらない中、１月８日に２度目の緊急事

態宣言が発出され、依然予断を許さない状

況が続いております。国や県の指針に従い、

施設の生活でも制約をお願いする事項が必

要となりますので、子どもたちの生活にも

ストレスを感じさせてしまうことが増えて

しまう状況です。しかし、施設の内側よりも

っと大変な状況があるということを、ある

報道を観て愕然としました。児童養護施設

出身で一人暮らしの大学生のドキュメンタ

リーです。掛け持ちしていたアルバイトが

休業のため、収入がなくなり食費やアパー

ト代も払えず生活困窮になり、行政に相談

に行ったところ、学生では生活保護の申請

も出来ず、公的な支援が受けられなかった

のです。途方に暮れた彼女は、それでも自分

の夢の実現のため、学校に通うことを諦め

られず、なんとか児童養護施設退所者の支

援団体と繋がり、支援を受けられるように

なったということです。この間、出身施設に

一度連絡をしたが返信がなく、その後は施

設も入所している児童の支

援で手一杯だろうと連絡を

ためらってしまったという

報道でした。 

現在は公的な支援として

「住宅確保給付金」は、児童

養護出身者が明記され、受給の対象となっ

ているようですが、昼間の学校に通う学生

は最低限度の生活をしていると認められず、

稼働することを勧められ生活保護の対象と

ならないということです。家庭からの支援

も望めず、働く場も失い、学ぶことへの支援

を受けられない、自分の力ではどうにもな

らないという状況で、ようやく支援団体に

たどり着けた彼女はまだ良かったのかも知

れません。全国には、同様に生活困窮に陥っ

ている児童養護施設出身者はたくさんいる

のではないでしょうか。 

新型コロナウイルスは、感染以外にも多

くの犠牲者を生み出していることが、日々

の報道からも伝えられています。将来の日

本を背負っていく若者たち

が、働けない、学べないとい

う状況、一人暮らしで外出の

自粛、オンライン授業では、

一日中誰とも直接会話も出来ない社会にな

ってしまっている日本の現状があります。 

現在、子供の町に顔を出してくれる大学

に通っている卒園生は、苦慮しながらも何

とか頑張って生活と学業をこなしているよ

うです。この春に就職が決まったと報告を

くれた卒園生、前号で４年制大学への編入

を目指していた卒園生は合格したとの報告

がありました。それぞれの夢の実現に向か

って無理せず、歩んでいって欲しいと願い

ます。 

今後も卒園生への支援もしっかりと行な

っていかなければと感じた報道でした。ま

た、子供の町に関わりのある人だけでなく、

先日は、新型コロナウイルスの影響により

支援が必要となった地域の方の相談があり

ました。社会福祉法人の果たす役割として

地域の方々にも出来る限りのお手伝いをさ

せていただければと考えています。 

 

「新しい波」 

エンジェルホーム施設長 堀江豊子 

 昨年はコロナ禍の中あたたかいご支援あ

りがとうございました。 

皆様のおかげで無事に新しい年を迎えら
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れることに感謝申し上げます。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

先日ラジオを聞いておりまして「お年玉に

もキャッシュレス」の波がきているという 

話題でした。例年なら故郷

へ帰省をする時期ですが、

今年は多くの方々が、新し

い生活様式を選択されたこ

とでしょう。 

テレワーク・オンライン飲み会・オンライ

ン会議など新しいことがあったと思います。 

新様式は、子供社会にも及んでいることに

驚きます。お年玉のキャッシュレス化に賛

成の親は 5 割ほどいるとのこと。理由とし

ては「コロナ関連で非接触なので感染リス

クを軽減できる・帰省時会えなくても贈る

ことができるなどの声が多かったようです。

反対派はお金のありがたさ・価値がわから

ない・情緒がないなどの声もあったそうで

す。昔ながらの伝統を理解しつつも変わり

ゆくライフスタイル、どちらか一辺倒でな

く臨機応変に柔軟性があるといいのかもし

れません。施設の子どもたちの新様式は変

わっていくのでしょうか？ 

 エンジェルホーム在籍 55 名のうち親元

へ帰省外泊できたのは2名 面会のみ12名 

面会も帰省もないのは 41 名でした。このコ

ロナ不況の中、親子関係の改善には中々大

変難しいと感じました。帰省する子も少な

く年末年始も普段と変わらない日々でした。 

今年も田中会長より帰省・面会のない子

どもたちにご寄付をいただき映画代・食事

代などに使わせていただきました。ありが

とうございました。 

高校 3 年生 7 名も無事に就職内定し、自

立に向けて準備を始めております。 

内定が決まった嬉しさと自立をする怖さ、

寂しさが入り混じっています。職員全員で

その気持ちを受け止め、安心して巣立つこ

とができるようにサポートをしていきたい

と思います。 

 昨年 10 月より評価制度（下半期）の試行

を実施しております。初めて職員一人一人

が目標を設定し、話し合いを重ねながら目

標に向かって現在進んでおります。 

次に施設としての行動指針（クレド）作り

を進めております。クレドつくりでは、職員

作文を書きあげ、その中から言葉を拾い上

げる作業をしております。様々な気持ちが

詰まった作文は施設にとって貴重なものだ

と思います。一人一人の職員のモチベーシ

ョンを高められるように微力ではあります

が一緒に取り組んでまいりたいと思います。 

 

 

職員寄稿 

 

「最近おもうこと」 

あやめ寮 主任 山田 和賀子 

２０２１年がスタートしましたが、コロ

ナの収束は見えず〈おうち時間〉が増えてい

ます。家族で楽しむ時間として、我が家では

カードゲームが密かなブームです。カード

ゲームというのは誰でも気軽に楽しめるだ

けでなく、会話も増え少人数でも盛り上が

ります。ゲーム機やパソコン利用のないあ

やめ寮でもカードゲームやボードゲームは

人気です。子どもだけでゲームを成立させ

て楽しむ、というのはなかなか高度ですが、

ルールを変えたり、話し合ったり、教え合っ

たりしながら楽しむ姿を見ていると、子ど

 

 

        お 
      年 
      玉 
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もの適応能力の高さに驚かされます。人と

の繋がりは大切ですね。自分なりの楽しみ

や新しい発見を見つけていきたいと思って

います。 

 

「園庭での風景」 

エンジェルホーム 心理士 木村友理佳 

寒の入りとなり、冷気がひとしお厳しく

なってきましたが、その一方で子どもたち

は、寒さに負けず毎日元気いっぱいに過ご

しています。私が普段仕事をしている心理

室は 2 階にあり、園庭がよく見え、子ども

たちが外で体を動かしながら楽しく遊んで

いる様子を眺めることができます。賑やか

な声に誘われて園庭に足を運ぶと、子ども

たちが捕まえてきた虫や、集めた草花を見

せてくれたり、冬には雪が降ると可愛らし

い雪だるまをあちこちで見かけたりして季

節を感じます。普段は面接室での仕事が多

いですが、外に出るとそういった楽しみや

発見を子どもたちが教えてくれ、私自身も

毎日の仕事の中の楽しみの一つになりまし

た。 

 

 

2021 年の抱負 

今年は、どんな 

1 年になるかな？ 

    

       

「2021 の抱負」 

子供の町 たんぽぽ  竹山 洋祐 

2020 年は激動の 1 年でありました。新型

コロナウイルス影響で小・中・高が臨時休業

となり、施設では応急的な対応が求められ

ました。影響はそれだけにとどまらず、2020

東京オリンピックの延期や飲食店などの営

業時間短縮。医療崩壊の危機。そして 2 度

目の緊急事態宣言の発令。日常生活では誰

しもが「ソーシャルディスタンス」を心掛

け、マスクの着用が当たり前になりました。

いつ抜本的な解決がなされるのか不透明の

なか窮屈な生活を送っています。それでも

施設の子ども達の多くは笑顔で過ごしてい

ます。 

2021 年の私の抱負としては、出来る事が

限られた中でも子どもたちの笑顔が絶えな

いよう、子どもたちの

笑顔に負けないよう、

心に余裕を持って仕事

に携わっていくことで

す。 

 

「2021 年の抱負」 

エンジェルホーム ５B 寮 佐藤亜唯 

今年の抱負は、チームで働いていることを

意識することです。 

普段の業務に関してもそうだが、特に子ど

もに関わることに関しては、職員同士の連

携が必要不可欠だと思います。 

自分が不在の時に他の職員が「何も知ら

ない」「何も言われてない」では、子どもに

も職員の方々にも迷惑がかかってしまいま

す。 

昨年は、私自身忘れっぽいこともあり、報

告するのを忘れてしまっていたことも何度

かありました。当たり前のことではあるが、

報告・連絡・相談を怠らず、日々の仕事に 

努めていきたいと思い

ます。 

 

 



 

「子供の町だより」（復刊第 42 号）              令和 3 年 2 月 1 日発行 

5 

 

「3 年生になったら」 

エンジェルホーム 6 寮 小 2 A.K. 

3 年生になったらしゅくだいとかで算数

のべんきょうをがんばりたいです。いまは

九九をおぼえていて、3 年生になったらわ

りざんをするみたいなので、わり算もたく

さんれんしゅうしたいです。 

あとは、お金をためてマリオカートのカ

セットとスイッチを買いたいです。 

ミュージックボックスでは、ピアノであ

りがとうの花をやっています。どんどんれ

んしゅうしてうまくなりたいです。 

 

    

 

 

 

 

 

エンジェルホーム 5A 寮 中 3 M.H. 

 

「今年のもくひょう」 

子供の町 ゆり 小 3 A.O. 

 今年のもくひょうは 3 つあります。 

1 つ目は 4 年生になってからのクラブ活

動でバスケクラブに入りたいのでバスケを

がんばりたいです。 

2 つ目は書きぞめです。書きぞめでとく

せんをとりたいので字をていねいに書くこ

とをがんばりたいです。 

3 つ目はけんかをなくすことです。まい

にちまいにちけんかばかりなので 4 年生に

なったらけんかを少なくしたいです。 

この 3 つのもくひょうを来年にかなえたい

です。 

かなえられるようにがんばります。 

「決めるべき路」 

子供の町 3 高 2 Y.Y. 

僕にとって 2021 年の抱負は進路を決め

る事です。自分としては、進学をするという

夢があり諦めたくない気持ちもありますが、

経済力がなく 4 年制大学に進学するだけの

成績も足りない為、先ずは就職をして貯蓄

し、更にしっかりと勉強してから大学に行

けるよう頑張りたいと思いました。進路と

いうものは高い目標を持つことが大切です

が、様々な職員と相談し情報を得て現実を

知ることも大切であることを学びました。 

 

「抱負中の抱負」  

エンジェルホーム ５A 寮 中 3 S.I. 

この作文が誰かの目に届くことを願いま

す。 

このテーマは「2021 年の抱負」とされて

いますが、抱負というのでしょうか、目標と

いうのでしょうか、2021 年新たな１年で自

分がなしとげたいことと言うと、“好きな事

をやる”事です。施設の中ではルールも決ま

りもあります。ですが、ルールに縛られ過ぎ

ては好きな事もしたい事も失ってしまうと

思います！今の自分もそうです。何になり

たいなんて分からずにいます。新しい事に

挑戦してみようと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

子供の町 さくら 中 3 N.T. 
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      今年のお正月は 

      巣ごもりの正月。 

     子どもたちは、楽しみ 

      見つけました。 

     

「お正月」 

栄養士 中島孝子 

仕事上、食（献立）と行事は切り離せませ

ん。 

特に年末年始は伝統的習わしで食するも

のが多いです。年越しそば・正月を迎えてお

せち料理の品々・お雑煮・三日とろろ・七草

粥・鏡開きのお汁粉など。 

好き嫌いはあるし、子どもたちに人気の

ないものもあります。家庭だってこんなに

沢山の品数、用意（食べ）はしないだろうな。 

私の思いは食べ物にのせて……礼節と晴

れやか、賑わいのある楽しい時間を健康で

過ごして欲しいと願うばかり。 

「ここで生活しているから」、こその得ら

れる知識と経験だと思います。卒園した時

に「あんな豪華なおせちを食

べていたんだ」「由来や願い

こもった食事だったんだ」と

少しでも思い出し、感じても

らえたら嬉しく思います。 

 

「おしょうがつ」 

子供の町 すみれ 年中(5 歳) Y・Y 

おしょうがつはたのしかったです。 

そつえんせいのお姉ちゃんがきてあそん

だり、とんとんしてもらったりしました。 

おみかんもいっぱい食べました。 

TV もみてたのしかったです。 

 

「2021 年のおしょうがつ」 

エンジェルホーム 9 寮 小 4 R.K. 

 おしょうがつをすごしてたのしかったこ

とは、三つあります。 

まず、一つ目は、おおみそかの日です。

理由は、12 時にそばをたべれたり、いろ

いろなきょくをテレビできけたからです。   

二つ目は、12/31 日～1/3 日までゲーム

が 10 時までできたことです。理由は、い

つもは、7 時 50

分までで、10 時

までできるきか

いは、あまりな

いけど、4 日れん

ぞくで 10 時まで

ゲームができたからです。  

三つ目は、しゅくだいが、はやくおわっ

たことです。いつもは、あまりはやくはな

いけど、おしょうがつのうちにすべて、お

わらせらせてうれしかったからです。 

これで、ぼくのさくぶんをおわりにしま

す。 

  

   

 

 

 

 

 

子供の町 わかば 年長 R.Y. 

 

 ｢わたしの 2021 年のお正月｣ 

子供の町 ひまわり 中 2 M.I. 

私の 2021 年のお正月は、テレビで好きな

ドラマを見たり、はつもうででお願い事を

したり、おみくじを引いて半吉が出たり、お
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年玉であつ森を買っておせちを食べて関岡

さんと紅白を見たり、そばを食べました。お

正月は充実したお正月でした。2021 年も頑

張ります。たとえば、勉強だったり中 3 に

なるので受験に合格したり人に優しくした

り、大人や友達との喧嘩を少なくしたり

色々と頑張っていきたいです！ 

 

「今年のお正月」 

エンジェルホーム 5B 寮 高 3 K.W. 

今年のお正月はいつもと違ってゆったり

のんびり過ごしました。いつもは、初詣や買

い物に行きますが、今年はコロナの影響で

園内で過ごしました。そのおかげでいつも

よりもみんなと過ごす時間が増えて、たく

さん遊んだりお話ししたりできました。大

みそかの日におせちをつめてお正月にみん

なで食べました。おもちもみかんもたくさ

ん食べました。おいしかったです。夜も遅く

までテレビを見たりゲームをしたりして、

子供の町で過ごす最後のお正月が楽しい時

間になりました。 

 

こまち図書館 

「こまち図書館」 

子供の町 里親支援専門相談員 

小池るり子

今年、「こまち図書館」がオープンしま 

した。 

今まで、ご寄付いただいた本・DVD は希

望の寮に配っていましたが、魅力的なもの

を多くの子どもたちに…という想いから

「こまち図書館」を開館しました。 

小さな小さな図書館は、週 1 日、2 時間

限定での開館です。毎回 20 人位の子どもた

ちが訪れます。 

アンパンマンは幼児さんに人気。夏休み

は、昆虫の飼育本を借りる男の子が多くい

ました。「これ、面白いよ」と魔女のシリー

ズ本が口コミで広がると借りる子が増えま

した。職員も、「幼児さんの添い寝用」と絵

本や紙芝居を借りに来ます。 

活字離れと言われている昨今ですが、読

書好きは健在。もっと多くの子どもたちが 

本と触れ合い、素敵な映画を観て、いろんな

世界を知ってほしいと思っています。 

 

子供の町あれこれ 

◆１０月２日＜地鎮祭＞ 

いよいよ新管理棟の工事が開始されるにあ

たり、地鎮祭を執り行いました。ウィキぺデ

ィアによると『地鎮祭とは、土木工事や建築

などで工事を始める前に行う、その土地の

守護神（鎮守神）を祀り、土地を利用させて

もらうことの許しを得る。一般には神を祀

って工事の無事を祈る儀式と認識されてお

り、安全祈願祭と呼ばれることもある。』と

のことです。無事に工事が進みますことを

祈ります。 

◆１１月１日＜芋掘り＞ 

ほっこり虹の会の方々と５月に植えたサツ

マイモの収穫を行ないました。建築工事が

始まり、現場に隣接した畑のため、安全に配

慮しながら、丸々と成長したサツマイモを

収穫することができ、子ども達も笑顔で楽

しい芋掘り体験ができました。会の皆様、あ

りがとうございました。 

◆１１月３日＜みかん狩り＞ 

クリニックの T 先生のご招待で神奈川県秦

野市まで、希望した子ども達 19 名とみかん
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狩りに行ってきました。 

山の裾野に植えられた樹に鈴なりになった

みかんを収穫し、その場で食べ放題・お持ち

帰りも詰め放題で、大満足で帰ってきまし

た。 

◆１２月６日＜バスケットボール教室＞ 

（株）SUN ホールディングスさんのご支援 

により、バスケットボール教室が開催され

ました。当日は、想定外に多くの子ども達が

参加し、身長２メートルの選手のダンクシ 

ュートに驚いたり、午後からの交流戦では、

子ども達の意外なプレーも飛び出し大盛り

上がりでした。 

「また、是非やって欲しい」と子ども達から

の声が印象的でした。 

◆１２月吉日＜感謝申し上げます＞ 

今月は、多くの団体や個人の方から、子ども

達にクリスマスケーキやローストチキン、

様々なクリスマスプレゼントをいただきま

した。紙面で誠に恐縮ですが厚く感謝申し

上げます。多くの皆様の真心が子ども達の

心に届きますように、私たち職員も日々子

ども達に向き合ってまいります。今後とも

よろしくお願い致します。 

 

 

相澤洋子 君塚歯科 難波浩子

アイリス・オーヤマ㈱ 木村亜矢子 西村友希

アイリスチトセ㈱ 木屋結花 日本鏡餅組合

東英司 毛部川裕一 ネッツトヨタ東埼玉㈱

安達博人 コストコホールセールジャパン新三郷倉庫店 ㈱ノボタ

天野佳代子 ゴルフドゥ物流センター 長谷川浩一

荒木嗣則 埼玉県更生保護女性連盟 ハッピィべア　根岸美津江

ありさんプロ㈱ 埼玉県食鳥肉販売業生活衛生同業組合 浜友観光㈱楽園大宮店

アリックス㈱ 埼玉県書店商業組合 早瀬三洋

飯田崇 埼玉県労働者福祉協議会 ピーアール㈱

㈱イオンファンタジー 財団法人　日本出版クラブ 広瀬和子

石井正史 佐々木大 広松三和子

石川弘 三州製菓㈱ ㈱ファンケル

㈱イシモ建設 三和商事㈱ フィリップモリスジャパン合同会社

和泉英仁 ㈱ＳＵＮホールディングス ㈱プレナス

井上清美 シフォンママ工房 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱

市橋智子 杉戸町商工会青年部 毎日新聞東京社会事業団

一般社団法人　日本未来支援機構 鈴木歩 前澤友作（前澤サンタ企画）

井上修 鈴村美子 正木宏和

㈱ＵＹＥＫＩ ㈱スタイリングライフ・ホールディングス　 松井マリ子

浦和レッドダイヤモンズ㈱     プラザスタイルカンパニー ㈱松本商会

永楽食堂 ㈱西部ライオンズ経営企画部　Ｌ-ＦＲＩＥＮＤＳグループ ㈱丸山自動車

NPO法人見沼ファーム21　島田由美子 全国シャンメリー協同組合 ㈱みのや(おかしのまちおか）

海老沼正枝 太平　内牧夢らんど 宮田直司

遠藤邦子 太平　かすかべ夢らんど ヤオコー労働組合

大西晃志 太平　平方夢らんど 矢端琴美

岡田光男 太平　エルアンドエル柏 山崎晴子

荻野純子 高柳俶子 ヤマザキビスケット㈱

柿本賢治 田中文男 山田茂

春日部地区更生保護女性会　清水咲子 ㈱チュチュアンナ 山本恵一・尚子

春日部ハウス 土屋光代 ヨーク労働組合

(公社）春日部法人会　庄和支部 ㈱東京新美術　紫舟アトリエ 𠮷野眞理子・その教室の生徒

学校法人実践学園　内藤彰信 東清物産㈱ よしのまりん

加藤純哉 ㈲東武管工設備 楽園　池袋店

河島丘征 中村美雪 楽園　南越谷

きっかけＬａｂ 中本なほ子 ㈱レガシー　

㈱並木樹脂　 他　匿名の方々

子どもたちのために、たくさんのご支援ありがとうございました。
＊子供の町のホームページを開設しております。是非ご覧ください。　　　Http://kodomonomachi.jp/

令和２年１０月～令和３年１月に寄付金・寄付品を頂いた方々（順不同・敬称略）

 


