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はばたき VOI.６ 

        2014年９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 930 名 団体会員 16 団体（７月末現在） 
Facebook ページ、ブログ「HUG・HUG 通信」も見てね！ 
 

生活クラブ風の村はぐくみの杜君津 1 周年 

 
 昨年９月に生活クラブ風の村はぐくみの杜君津が開所して、１年が経ちました。 
１周年を迎えるにあたり、高橋克己施設長から会員の皆さんにあてたメッセージが届きました。 

 

誰もいないはぐくみの杜の正 

門前でスタッフ全員で写真を撮 

ってから、丸一年が経ちました。 

期待と夢に胸を膨らませ、顔 

を強張らせながら子ども達を迎 

えいれた日さえ、もうずいぶん 

前のことのように思えます。 

大人たちの和やかなつながり 

こそが、子どもを育む大黒柱と声高らかに「チームワー

ク」を合言葉にしながらも、時にはぶつかり、時には涙

したこともありました。子ども達との関わりの日々は、

「すべては子ども達のために」と思いを尽くしても、愛

情を注いでも、なかなか届かない現実に、子ども達の抱

えている大きな傷を目の当たりにさせられる毎日です。 

 
「待つこと、聴くこと、受け止めること」を心に刻み

ながらも、時には不用意な言葉で子ども達を傷つけてし

まったのではないかと悩み、自分は子どもを護る大人と

して相応しくないのではないかと下を向く日もありま

す。そのとめどない悩みこそが、児童養護施設職員の専

門性なのだと、倒れてもまた立ち上がり続けた 1 年が過

ぎ、現在はぐくみの杜には、29 名の子ども達がそれぞ

れの「家」で暮らしています。真っ新で木の匂いが漂う

建物に子ども達のざわめきや生活音が染みつき、少しず

つそれぞれの「家」に文化が根付いてきています。遮る

もののない太陽の庭に干されている洗濯物の数も次第

に増え、「人が生きている」場所として存在感がどっし

りとしてきました。 
 

はぐくみの杜は千葉県で初めてのコテージ型の小規

模グループホームです。 

厚労省が大規模施設から小規模グループホーム型施

設への転換を推進し、県内すべての児童養護施設に対

し、小規模化への移行計画を立てることを示していま

す。しかし形態としては理想的だとはいえ、職員数の人

的整備は追いついていない現実に、小規模化に疑問の声

は尽きません。 

はぐくみの杜も「6 棟の家」をやりくりするのに、現

在の職員配置基準では継続は困難だと感じています。た

だ子ども達に、生活の場に必要な空間として「プライバ

シー」「セミパブリック」「パブリック」を準備し、それ

を自分で選べる人間的な暮らしは、子ども達を「尊び、

癒し、はぐくむ」ために絶対に必要であると思います。 

 
朝昼晩と食事作りに追われた夏休みを過ぎても、はぐ

くみの杜の毎日はてんやわんやです。厳しい勤務や、忙

しさで目が回るような日々の業務にも、悲鳴をあげなが

らも乗り越えていこうとしているスタッフたちには頭

が下がると同時に、この頃は逞しさも感じられるように

なりました。 

この夏、はぐくみの杜の畑に支える会ボランティアの

皆さんの手でたくさんのひまわりの種を蒔いていただ

きました。見事に咲いた花を眺めながら、スタッフにも

子ども達にも「ひまわりは人を元気にしてくれんだよ。」

と話しています。「福祉は人 

なり」と言います。はぐくみ 

の杜のスタッフもさることな 

がら、地域の支援者や支える会 

の会員の方々の縁の下の力を屋 

台骨に据えているこの家は子ど 

も達の成長に必ず寄与すると信じてやみません。 

これからもどうかよろしくお願いいたします。 
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チラシを目にした瞬間、何の迷いもなくチケット 2 枚の FAX 
をしました。  
待ちに待った当日。一緒に行く友達はハートはあるものの睡

魔に弱く、コンサートもお芝居も真ん中は爆睡。その彼女が 1
時間半聴き入っているではありませんか。しかも涙まで流し
て。その隣で私もポロポロ。「たくさんの地獄は見てきたつも
り・・・でも生の声に届くほどの寄り添いはできなかった・・・」  
高橋さんの根幹に響く声、染み入る歌詞。「お前らが勝手に

産んだ」「意気地なしの父さんでごめん」「大きな笑顔」・・・
紡いだ言葉が「生きる」ことの素晴らしさと現実の「痛み」を
改めて教えてくれました。 
いつか高橋さんが、「昔は辛いこともたくさんあったけど、今
は子どもたちにとっていい時代になった」と、渋いロマンスグ
レーで歌ってくださる日が来ることを願っています。（H さん） 
 

 

高橋克己チャリティコンサート「子どもの心 聴こえますか？」報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 22 日（金）生活クラブいなげビレッジ虹と風内カフェカシュカシュにて 
当日は、36 人の参加者があり、高橋さんの声に耳を傾けました。 
この日はソロコンサートでしたが、高橋さんはかつて学校の先生や福祉施設の職員

とともに組んだ「人力車」というバンドで、全国各地で演奏活動をしていたそうです。 
 

はぐくみの杜を支える会は、NPO 法人児童虐待防止全国ネットワークの協力団体です。 

同会のすすめるオレンジリボンキャンペーンがどうして始まったのかを、お話します。 

 

【オレンジリボンキャンペーンの起源】 

 2004年、栃木県小山市で３歳と４歳になる二人の可愛らしい兄弟が何度も何度も父親の友人から暴行を受けていまし

た。その顔を見たコンビニの店長さんが警察に通報したのですが、いったんは保護されながら、周囲の諸機関が適切な

措置を取らなかったために、9 月 11日ガソリンスタンドで再び暴行を受け、車の中でもさんざん暴行を受け、息も絶え

絶えの状態で、橋の上から川に投げ込まれて幼い命を奪われるという痛ましい事件が起こりました。  

 2005年、二度とこのような事件が起こらないようにという願いを込め、子ども虐待防止を目指してオレンジリボン運

動が始まりました。 

近年、子どもが虐待を受け命を失ってしまうという事件が、年間 60 件近く起きています。それだけではありません。

虐待を受け、苦しんでいる子どもたちたちがどんどん増え続けています。そして、その苦しさの余り自らの命を絶って

しまう子すらいます。 

児童虐待防止全国ネットワークは、このような事件が決して起きてはならないという願いを込めて、2006年からオレ

ンジリボンの総合窓口を担い、全国的に活動を広げようと動き始めました。オレンジリボン運動に、たくさんの共感が

集まり、子ども虐待の現状に直面する児童福祉関係者をはじめ、各種団体・企業・個人へと全国に拡がりつつあります。 

ギターでの弾き語り、歌で伝えることってステキ
だなと思いました。曲の合間のトークからも様子が
伝わり、曲に込められた思いを感じながら聞くこと
ができました。一人でも多くの人に歌を聴くことで
少しでも何かを感じてもらえたらなと思いました。
（K さん） 
 

オープニング曲の「叫び」を聞いて、子どもたち
の心の奥にある気持ちを代弁しているようで、胸が
しめつけられるような切ない気持ちになりました。    
歌と歌の合間のトークも絶妙で、胸がキュンとし

たり、目がうるうるしたりとあっという間に時が流
れ、会場は、高橋さんのやさしい歌声に癒され、温
かな拍手に包まれていました。（事務局 川端孝子） 

 

人は人によって傷つき、人によって癒されていく。  
人の力は限りなく大きい。 
人に疲れて一人でいたい時もある。 
淋しくて誰かそばにいてほしい時もある。 
そんな「人」をテーマに、そんな人の「力」を大
切に、私たちはコンサート活動を続けています。 

参加者の声より 

オープニング曲「叫び」より 
 
お前らなんも知らんくせに  ええかげんなこと抜かすな 
ここに来たのは もとはと言えば 

お前ら大人の責任やんけ 
ちゃんと育ててくれてたら 

こんなふうにひねくれへんかった 
 
ちゃんと育てられもせんくせに 

生みやがってお前らは 
お前らが生んだおかげで こっちは嫌な思い 
人間扱いしてもらわれへんやったときの 

気持ちが  お前ら大人にわかるもんか 
 
人間扱いして欲しかった・・・ 

コンサートの収益は、児童養護施設を退所する子どもの自立を支援する「はばたき基金」に全額寄付しました。 
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恩寵園事件から 
２０００年１２月に「千葉県子ども人権条例を

実現する会」が設立されました。子どもに関わる

活動をしている団体、市民が子どもの人権が守ら

れる千葉をつくりたいと立ち上げました。 
きっかけの一つに恩寵園事件がありました。船

橋市にある児童養護施設恩寵園で、園長、施設長

等による虐待が行われ、子どもは児童相談所に助

けを求めましたが、児童相談所は子どもの言い分

を聞いたものの、施設に連絡して連れ戻されてし

まいました。そこに関わった市民や弁護士が訴訟

を起こし、園長は有罪になりました。厳しい環境

におかれた子どもの一番の味方でなければなら

ない児童相談所が子どもの声を聴けなかったと

いうことに悔しい思いをしました。 
 子どもの人権を守るための条例なので、子ども

の参加が欠かせないと、子ども集会や学習会、市

民集会を開いて２００４年に「千葉県子ども人権

条例（素案）」を公表しました。前文は子どもた

ちが作りました。以下、一部ですが紹介します。 
 
 
 
 

 

１８項目にわたるもので、いま読み返しても胸が

熱くなります。 
そして最後に「私たち子どもを一人の人間として

大事にしてほしい」と結んでいます。 
 
条例設置への思い 
堂本知事の誕生で何とか条例化ができるかと期

待しましたが、実現はできませんでした。人権と

いう生まれながらに誰にでもある権利を条例にし

たいということに対して、行政も議会も関心がな

いのです。いま全国では子ども条例を作る自治体

は増えていますが、「子どもの権利条例」はあって

も「子ども人権条例」はありません。ちなみに千

葉県で制定しているのは市原市だけです。条例が

無理なら子どものＳＯＳを受け止める第三者機関

の設置は実現させたいと思います。 
 
「孤」育てにならない支援を 
いま、子どもの相対的貧困率が１６％を超えて

います。2008 年から 2012 年の５年間の県内の小

中学校の就学援助の状況は、要保護が 0.85％→

1.06％（1.24 倍）、準要保護 6.08％→8.12％（1.33
倍）に増えています。人数では 1 万人以上の増加

です。貧困の連鎖をなくそうと、市民団体が動き、

行政も学習支援などの対策を行うようになりまし

たが、就学援助をはじめ支援には自治体間に格差

があります。ひとり親家庭（特に母子家庭）の貧

困率が高いのは、非正規雇用が多いためです。虐

待が行われた家庭の状況を見ると、ひとり親家庭、

経済的困難、親族・近隣等からの孤立が上位を占

めますが、それぞれ複合的です。未来は子どもが

つくっていきます。どんな環境に生まれても、一

人の人間として尊重され、生活できる社会をつく

るのは、私たち大人の責任です。そのためにでき

ることを皆さんと一緒にしたいと思います。「孤」

育てにならない支援をしたいですね。 
 

子どもの人権・子どもの貧困 

はぐくみの杜を支える会運営委員 

千葉県子ども人権条例を実現する会運営委員  竹内 悦子 

   
 

 

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。 

私たち子どもから社会へのメッセージ 
 
・私たちは祝福されて生まれたい 
・私たちは自分であることを否定されたくない 
・私たちはありのままで愛されたい 
・私たちは自分の意志で生きていたい 
・私たちはどんな暴力も受けたくない 
・私たちはどんな差別もされたくない   
（以下省略） 
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寄付をありがとうございます！ 橋本修様 きぬ子様・廣橋幹人様・田中由布子様・生活クラブ虹の街御宿台班様 

11月は児童虐待防止推進月間です！ 

 

 11月の児童虐待防止推進月間に合わせ、イベントを企画します。 

今年度は、2010 年夏に起きた大阪２児置き去り死事件にスポットを当てました。 

おおぜいのみなさんと一緒に考えるきっかけにしたいと思います。 

 

◆「子どもたちはなぜ命を落とさなくてはなくてはならなかったのか？ 
～ルポ虐待(大阪 2 児置き去り死事件)から見えること」 

日時：10 月 11 日（土）13：30～16：30（受付開始 13：00～） 
場所：千葉市生涯学習センター 大研修室 
講師：杉山春さん（「ルポ虐待」執筆者） 
資料代：700 円 
 

◆「子宮に沈める」自主上映会 

日時：11月 14日（金） 10：00～/14：00～/18：00～ 

場所：浦安市民プラザ Wave101  鑑賞料：事前申し込み 1,500円 当日 1,800円 

 

チャリティイベント 

◆Happy Xmas Chandle 

日時：11月 17日（月） 10：30～/13：30～ 

場所：生活クラブいなげビレッジ虹と風 会議室「宙」 

講師：Heartland Candle artist 椎名祐子さん 

                参加費：2,200円（材料費・寄付）  作ったキャンドルは持ち帰れます。 

カンパイチャリティ始まりました！ 

あなたが美味しいものを食べたり、飲んだりするものの売上の一部が、児童養護施

設を巣立つ子どもたちの支援に使われます。この機会に、ぜひ足を運んでください。

期間は、９～１１月です。 詳しくは、同封のチラシをご覧下さい。 
公益財団法人ちばの WA地域づくり基金 HP もご覧下さい！ 

→→→http://chibanowafund.org/ 

 

はばたき基金 

 目標 120 万円のところ 

実績：943,390 円（８月末現在） 

「はばたき基金」は、児童養護施設を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。今年度も引き続き寄付を呼びかけていますので、よろしくお願いします。 

＊詳細は、同封の冊子「cyoikifu」をご覧ください。 

 

ご 
今年度も、始まっています！ 

よろしくお願いします。 

はぐくみの杜を支える会は、NPO 法人

児童虐待防止全国ネットワークの協力団

体です。 
同会のすすめるオレンジリボン運動の

起源についての記事を２面に掲載しまし

た。あわせてご覧下さい。 

イベントの詳細は、

８月下旬～９月上旬

に送付したチラシを 

ご覧下さい。 


