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はばたき VOI.４ 

        2014年３月発行 

 

発行／はぐくみの杜を支える会 
発行責任者／堂本暁子  編集／運営委員会 
〒299-1104 君津市糠田 64-1TEL/FAX 0439-32-2270 
http://www.hagukuminomori-sasaerukai.vaic-cci.jp/ 
会員数：個人会員 981 名 団体会員 21 団体（1 月末現在） 
Facebook ページ、ブログ「HUG・HUG 通信」も見てね！ 
 

第 1 期ボランティア養成講座、公開講座報告 
 2 月 24 日、3 月 5 日、3 月 17 日に、生活クラブ風の村はぐくみの杜君津におけるボランティアの養成を目的に、

支える会会員を対象とした第 1 期ボランティア養成講座を開催しました。中でもたくさんの人に聞いてほしい講

座を公開講座とし、会員以外の人にも参加呼びかけを行いました。 
2/24（月）には 36 人（養成講座 22 人・公開講座 14 人）の参加がありました。3 日間連続の養成講座を受ける

人が 22 人あり、会員の皆さんの関心の深さがうかがえました。社会福祉法人一粒会理事長花崎みさをさんの公開

講座について、報告します。 

長年、施設で暮らす子どもたちと関わってきた経験か

ら、「子どもが置かれている現状・社会的養護の理念と

原理」というタイトルで、児童養護施設で暮らす子ども

たちの現状とその支援のあり方について、お話いただき

ました。 

子どもたちが置かれている背景  

児童養護施設に入所して来る 

子どもたちの背景は、母の放任 

怠惰や虐待・酷使、貧困問題等 

様々な要因があります。 

特に虐待を受けている児童に 

関する全国児童相談所相談件数 

は毎年増加し続け、平成 23 年度は 59,862件でした。こ

の件数は児童虐待防止法施行前の平成 11 年度に比べ、

平成 23年度は約 5.1倍に増加しており、児童養護施設

に入所している子どものうち6割以上は虐待を受けてい

るのが現状です。 

「家庭」がうまく機能していない現状  

①どんな子でも受け入れてくれる親がいること。②あり

のままの自分が出せる場所であること。③人として社会

人として教え導いてくれる人がいるということ。この３

つが機能することが大切です。 

しかしそれは、ただ単に家庭だけの問題ではなく、現

代社会や家族の変容が大きく影響しています。 

子どもが育つには・・・ 

まずは実親が養育。実親がきちんと子育てをできない

状況であれば、地域の支えが必要です。その次に「社会

的養護という視点」が大事になってきます。子どもたち

が地域の中で育つことが大切で、どんな子どもも関わる

大人によって変わります。「地域」の役割はとても重要

です。しかし、日本では地域で実親を支えるという視点

が、薄いと思います。 

具体的な子どもへの支援について  

子ども自身が、「愛されている」という実感を持てる

ことが大切です。 

そしてより多くの人々と出会い、社会経験を積み重ね 

ることで、自立をしていきます。 

 子どもたちが「自分は生きていていいんだ」と思える

ように、多くの人に支援してほしと思います。 

大切なのは親支援・家族支援  

親の支援と親や家族のアフターケアーが大切。今の家

庭の絆はもろく、親自身も自分の育った環境にも苦しん

できた人も少なくありません。 

親もまた「愛されたい」と思っていて、その連鎖がこ

のような状況を生み出しています。 

他人事にしない  

こんな話を聞いてしまうと「私にはできそうにない」

と思ってしまいます。でもどんなことでも何かできるこ

とはあるはず。たとえば、電車の中で子どもの泣き声が

聞こえた時、あたたかく見守ることや「泣いていても気

にしなくていいですよ」と声をかけること、いろいろな

場面で困っている人にやさしく接するなど、できること

はたくさんあります。 

子どもは地域の子  

地域の人の力で子どもたちを大切に育てていきまし

ょう！         （報告：事務局 川端孝子） 

         ◇◆◇ 

3回連続の養成講座を修了した人が、ボランティアの

登録へと進みます。そして、その人たちが中心となり、

ゆっくりと関係性を築きながら、はぐくみの杜君津のボ

ランティアをつないでいく予定です。 

講座の 2日目午前は、高橋克己施設長を講師に公開講

座「はぐくみの杜の理念とボランティアへの期待」。午

後は、グループワークを通じたボランティアの理解。 

3日目は、児童養護施設「野の花の家」職員中尾充孝

さんを講師に「ボランティアの受入れから見えること」     

をお話しいただきます。 

花崎さんのお話にもありま

したが、一人ひとりの大人が知

らん顔をせず、向きあっていけ

る社会になっていけるよう、支

える会も発信していきます。 

講師の花崎さん 
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はぐくみの杜見学会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊子どもたちが暮らす家ですので、見学にはルールがあります。詳しくは、事務局までお問い合わせ下さい。 

 

 2013 年 12 月 19 日（木）、生活クラブ虹の街市原ブロックから 13 名の皆さんが、生活クラブ風の村はぐくみ

の杜君津の見学に来られました。はぐくみの杜を支える会への加入を検討中の方もありましたので、皆さんとて

も真剣なまなざしで、見学をされていました。その様子と感想をご紹介します。 
 

高橋克己施設長から、児童養護施設に入所

する子どもたちの背景や、はぐくみの杜君津

の今の様子などを聞きました。 
参加者からは、時折すすり泣く声も聞かれ

ました。 

進行をする市原ブロックの 
運営委員さん 

質疑の場面では、こんな質問が… 
Q：はぐくみの杜の子どもたちには、サンタさんは来ますか？ 
A：家（ホーム）ごとにサンタさんは来ますよ。 
Q：お誕生日のお祝いはしますか？ 
A：ここでは、施設全体での誕生日パーティーはせずに、家（ホーム）

ごとに誕生日パーティーをします。 
Q：職員さんの人数や勤務体制は？ 
A：１つのホームに３人の担当。子どもたちが、幼稚園や 

学校に行っている時に休んで、それ以外の時間に勤務 
する断続勤務という形態をとっています。 

□■参加者の声□■ 

最初に高橋施設長から施設に来るこどもたちの

置かれている現状を聞き、なんとなくわかってい

た、知っていたつもりだったことが改めて理解で

きました。子どもたちが想像を絶する状態で見つ

けられたこと等々、痛ましくてなりませんでした。  

はぐくみの杜は、まるで普通の家のように工夫

されていて、木をたくさん使って建てられていま

す。お友達を呼べたり、子どもたちがとても大事

にされていることを感じます。 

それでも、やはり本当は子どもたちは親と住み

たいんだと聞き、家族の、家庭の大切さを改めて

感じました。 

帰り際、幼稚園から帰ってきたこどもたちとす

れ違いました。まだまだ可愛いさかりのこどもた

ちでした。 

親も子どもを産んで初めて親になります。核家

族が多く、近所付き合いも難しい今、少しでも施

設に入る子どもを減らすにはどうあればいいのだ

ろう…いろんなことを考えさせられた見学会でし

た。（袖ヶ浦市在住 Mさん） 

 

□■参加者の声□■ 

はぐくみの杜は独立した一軒家で構成されていて、子ど
もたち一人ひとりの命を育む場として配慮された設計に、
施設スタッフの思いを感じました。 
 子どもたちと同じ時代を生きるおとなの私たちが彼ら
の<痛み>を感じ、彼らの命を育む支援ができたら素晴らし
いと思います。 
 市原ブロックの組合員の皆さんに伝えていきたいと思
ます。（市原市在住 Sさん） 

□■参加者の声□■ 

『高橋さんとの出会いが、児童養護施設を作ろう！という社会福祉法人としての新たなチャレンジを決定付けた。』

と聞き、市原ブロックとしても、この施設を支える力のひとつになりたいと思いました。これからも理解を広げる

活動を微力ながら企画していきます。（市原市在住 Nさん） 
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人の原点である幼い時代 

私は以前、義母の老後介護をいたしました。認

知症を発症した彼女は、夕方になると必ず、「そ

ろそろ帰らなきゃならないから」と言って、風呂

敷に何やらいろいろ包んで、「では、お世話にな

りました」などと言うのでした。帰る先と考えて

いるのは、幼い時代に育った家です。認知症を発

症した方の多くがこのようなことを言うそうで

す。人の歩の中で、幼い時代は、その人の原点と

なって、どんな時代より、心を深く包み、一番心

地よいところとなっているからではないのでしょ

うか。 

 児童養護施設に入所している児童は、現在、全

国で約 3万人居ます。その児童の入所時期の統計

が厚労省の資料にありますが、２，３歳の時が、

大体１万人です。その後 6歳までが約７～８千人

です。そこから見ると入所児童の半数以上は、６

歳までの幼い時代に、施設に入ったということに

なります。親から離れて生活をせざるを得なくな

る、施設入所に至る事由の５８％が、児童虐待に

よるものだと先の資料にあります。 

 私はこの資料を読んでいて、冒頭に書きました

事を思い出した訳です。多くの人にとって幼児期

は、一生の中で一番心豊かで、楽しくて、心地よ

かった時代なのです。それを取り巻く、佇まい,

匂い全てが心を満たすから、認知症になった時、

帰りたいところなのです。しかし、幼い時代の幸

せを一方的に奪われ、苦しめられてしまった児童

がここにいます。施設に引き取られて生活してい

る３万人の影には、さらに多くの苦しんでいる児

童がいると推測する事ができます。 

 

わらしこ保育園 

私は「生活クラブ風の村 わらしこ保育園流山」

に長らく関わらせていただきました。0歳から就

学前 6歳までの児童が、昼間の時間を過ごすとこ

ろです。「わらしこ」は、その子どもにとって、本

当に大事にされ、一人ひとりが主人公になりうる

空間と、心が自由に開放できる人間関係が結べる

ことを日々考えて保育しています。児童を取り巻

く大人は、彼らの安全と健康を保証する助っ人で

あって、仲間であり、より良き先輩として 

ありたいといつも職員で学び合っております。ど

の子にとっても「わらしこ」が大好きなところで

あり、悲しい思いに沈んでいる子がいないか、気

配りがなされています。 
大人が子どもを支配するようなことがあって

はならないと言う事も心掛けています。児童憲章

にきちんと謳われているとおり、子どもの生きる

権利が守られているか・・・そう言う意味では「わ

らしこ保育園」の日常は当たり前のことをしてい

るだけです。 

子どもたちは本当に「わらしこ」が大好きで、

喜んで通ってきます。しかしです。夕方、お母ち

ゃんやお父ちゃんがお迎えに来ると、本当に嬉し

そうな顔になったり、あるいは、緊張の糸が、ぱ

っとほどけて、思わず ワアッと泣いてしまった

りするのです。親の存在は、そういうものなので

す。 

 

心のふるさとを、みんなが持てるように 

 児童養護施設に入所している児童にとっては

自然な親の愛が受けられないで、社会的擁護を受

けるために入所を余儀なくされている訳です。そ

れぞれの親の問題については、単純ではなく、大

きな社会問題でありますが、社会を担う私たち

は、社会の大事な子どもたちである３万人の子ど

も達の欠けた部分をサポートする義務があるの

ではないでしょうか。 

 人間にとって、原点である幼い時代が、快く、

優しさに満ちたものとなり、生きる力を得る事が

出来る様に、私たちはそれぞれの親になることは

できなくても、サポーターになることは出来ま

す。多くの「はぐくみの杜を支える会」の会員の

皆様方は、その思いを 

もって集まったわけで 

す。これからも、積極 

的に支援の輪を拡げて 

まいりましょう。 

老年になってから、 

もしも認知症になって 

しまった時にも帰れる 

心のふるさとを、みんなが持てるように・・・・。 

 

 

心のふるさとはみんなのもの 

はぐくみの杜を支える会運営委員  唐沢 節子 

   
 

 

Ｃ Ｏ Ｌ Ｕ Ｍ  
はぐくみの杜を支える会の運営委員が、日頃の活動の中から見えている 

課題について、それぞれの立場で書いているコーナーです。 
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総会のご案内 

◆日時：2014 年 5 月 24 日（土） 13：30～16：00 

◆場所 Qiball（きぼーる）15 階（千葉市中央区中央 4-5-1  043-308-0380） 

◆議案：第 1 号議案 2013 年度活動報告   
第 2 号議案 2013 年度会計報告 

    第 3 号議案 2014 年度活動計画と予算計画 
    第 4 号議案 会則の一部変更について 
    第 5 号議案 議案議決効力発生の件 
◆スケジュール： 第 1 部：基調講演（講師：堂本暁子代表） 内容未定 
         第 2 部：はぐくみの杜君津のいま 
         第 3 部：総会 

＊スケジュールは、変更になる可能性があります。 
＊総会は正会員の 1/2 の出席がなければ、成立しません。正会員の皆さまは、日程調整をお願い

します。後日議案と出欠票および委任状を送ります。 
＊賛助会員や会員以外の方も基調講演への参加や総会の傍聴ができますので、ご参加ください。 
＊2014 年度年会を、同封の振込用紙にて振り込んでください。よろしくお願いします。（生活ク

ラブ虹の街の引き落としを利用している方は、振り込みの必要はありません。） 

◇◆◇おしらせ◇◆◇ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
★☆会報のカラー化実験中です。今後、カラーやモノクロが混在することがありますが、ご了承ください。☆★ 

はばたき基金 

 

 目標 120 万円、達成しました！ 

目標額 120 万円のところ、1、529,907 円（2 月末現在）集まっています。 

「はばたき基金」は、児童養護施設を退居（退所）する子どもたちが、安心して社会に巣立つ 

ことができるように支援する基金です。今年度は、施設を巣立つ子どもはいませんでしたので、

来年度以降に備えて積み立てておきます。 

来年度も引き続き、「はばたき基金」の寄付を呼びかけていけるよう、公益財団法人ちばの WA

地域づくり基金に継続の申請中です。引き続きよろしくお願いします。 

 

◇◆◇お詫びと訂正◇◆◇ 
会報第３号 1 面に間違いがありました。 
お詫びして訂正します。 

○誤会員数 1,236 名→○正 876 名 

ご ご協力、 

ありがとうございます。 

◇◆◇物品提供のお願い◇◆◇ 
 新学期に伴い、子どもたちの使う文具などが足りなくなっ

ています。会員の皆様、物品提供へのご揚力をお願いします。 
詳しくは、同封の物品提供の募集チラシをご覧ください。 

寄付をありがとうございます。ワーカーズコレクティブ結ベイブランチ様・生活クラブ虹の街御宿台班様 
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