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任 意 団 体 は ぐ く み の 杜 を 支 え る 会  堂 本 暁 子 代 表 挨 拶 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人はぐくみの杜を支える会 竹内悦子理事長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 この２年間の間に、みなさんとだんだん顔なじみにな

ってきたことを、とても嬉しく思います。 
 ２年経って、高橋施設長を始め職員のみなさんの努力

があり、組織としてもずいぶん充実し、子ども達は 39 人

になると聞いています。 
 一人ひとりの子どもが、自分の家にいるのに近いよう

な感じで日々過ごしていればとても嬉しいですし、その

ための職員のみなさんの尽力に敬意を表します。 
 はぐくみの杜を支える会もはぐくみの杜と同様に、こ

の２年間でずいぶん育ってきました。スタッフや役員を

始め、会員の皆さんの大きな経済的支援やボランタリー

な支援の双方により、支える会が大きく育ったことは、

とても良かったと思います。 
 今後は、はぐくみの杜が地域に定着し、隣同士のよう

な親しさが持てる施設になっていければいいと思いま

す。子ども達が、何にも差別されることなく、地域の中

のいろいろな人達と交われることが理想です。 
 同じようにはぐくみの杜を支える会も、地域の中で一

番活発に活動でき、その活発さがオール千葉に広がり、

オールジャパンに広がり、はぐくみの杜を支えるだけで

なく、いろいろな意味で「自分の親と一緒に暮らせない 

子ども達を大事にしていこう」 
と言う運動の拠点になること 
が理想です。 
はぐくみの杜の支援から始 

まり、「社会的養護の必要な子 
どもをみんなで支えよう」と言う気持ちを、千葉県民も

日本人も持つようになる、そのための活動ができたらど

んなに素晴らしいかと思います。 
 子どもたちがはぐくみの杜を巣立って本当に困るのは

、１年２年経った時のこともあれば、５年 10 年経ってか

らのこともあるでしょう。本当に困ったときに頼れる、

そして困ってない時でも拠り所になれる拠点が、はぐく

みの杜と支える会で有機的にできていくと良いと思いま

す。 

 支える会は、はぐくみの杜と一緒にスタートし、はぐ

くみの杜の中に事務所を持ち、職員や子供たちと接して

きました。そのことは子ども達にとって、素晴らしい環

境づくりだったと、この２年間を見て思います。 

 今後は NPO 法人化することにより、より多角的で有機

的な心のこもった活動が展開できるよう、願っておりま

す。ありがとうございます。 

はばたき VOI.９ 

        2015年６月発行 

 

発行／はぐくみの杜を支える会 
発行責任者／竹内悦子  編集／理事会 
〒299-1104 君津市糠田 64-1 TEL/FAX0439-32-2270 
http://www.hagukuminomori-sasaerukai.vaic-cci.jp/ 
会員数：個人会員 1,001 名団体会員 23 団体（3 月末現在） 
Facebook ページ、ブログ「HUG・HUG 通信」も見てね！ 
 

 ２年間はぐくみの杜を支える会の運営委員として、は

ぐくみの杜のことを、見たり聞いたり行ったりしながら

関わってきました。それぞれの運営委員や関わってきた

皆さんも、感じてきたことがいろいろあると思います。 

 関わっていく中で私が感じたことは、「社会的養護」と

いう言葉がやっと認知されてきたとは言え、実態として

は知られていないことがたくさんあるということです。 

 本当に必要な支援はどういうものなのか、私たちもこ

れから勉強しながら、はぐくみの杜の子どもたちが、毎

日元気に過ごせるような支援や、自立に向けた支援をし 

 

ていきたいと思います。 

先ほどの報告にもありましたが、１つの施設に留まら

ない大きな枠組で子ども達を支援することを目的とした

「ちばこどもおうえんだん」と言う NPO が、先日設立      

されましたが、そういう団体とも

連携しながら、また多くの皆さん

の支援をいただきながら、はぐく

みの杜をしっかり応援していく

ために、理事、役員一同頑張りた

いと思います。 

総会特集号 

 

日時：2015 年５月 23 日（土）13：30～16：00 
場所：千葉市社会福祉協議会４階会議室 
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＊すべての議案が可決決定されました。（第３号議案については、正会員の 3/4 以上の賛成により可決決定） 

任意団体はぐくみの杜を支える会第２回定期総会・NPO 法人はぐくみの杜を支える会設立総会 

任意団体はぐくみの杜を支える会第２回通常総会 

第１号議案（2014 年度振り返り） 
１．会員拡大について 

個人：1001 人 1532 口／目標 1500 口   
団体：23 団体 111 口／目標 103 口 

・リーフレットのリニューアル 
・様々な場面での、加入の呼びかけ 
２．生活支援と自立支援について 
【生活支援】 
・生活支援費としてはぐくみの杜に 160 万円寄付 
・物品提供の呼びかけに、40 人を超える参加 
・お米の寄付呼びかけ 
【自立支援】 
・今年度は自立支援を必要とする子どもがなかった 
ため、自立支援の内容と執行の仕方は今後検討 
・自立援助ホーム「人力舎」に関する学習会を運営

委員会にて実施 
３．ボランティアについて 
・登録者：２０名 
・毎月の定例会とフォローアップ研修の実施 
・環境整備、調理ボランティアの充実 
・第２期ボランティア養成講座の実施と新たに４人 
の登録。 
５． 啓発活動について 
10 月杉山春さん講演会「子どもたちはなぜ命を落と

さ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」 
＠千葉市生涯学習センター  45 名参加 

11 月同じく大阪２児置き去り死事件をテーマにした

映画「子宮に沈める」の自主上映会 
  ＠浦安市民プラザ wave101  73 名参加 
 

４． はばたき基金について 
寄付総額：2,135,553 円  160 名の参加 
・チャリティーグッズの販売 
（クリアファイル・しおり・ふせん・今治タオルなど） 
・チャリティイベントの実施と各種イベント参加 
8 月はぐくみの杜施設長「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？』」46 名参加 
11 月チャリティワークショップ「クリスマスキャン

ドルを作ろう」 4 名参加 
６．NPO 法人格取得の検討について 
・NPO 法人格取得に向けた準備スタート 
7．広報活動について 
・会報「はばたき」を期間発行  部数約 1,000 部 
・HP訪問者：約 3,000 人（開設以降）     

・ブログ： 63,000pv   Fbページ：242 いいね！ 

・タイムリーな情報発信 
８．組織運営について 
・隔月での運営委員会と臨時運営委員会の開催 
・15 年度方針や NPO 法人格取得に向けた 2 回の意

見交換会 
・毎月のはぐくみの杜との情報共有の場 
・小糸ではぐくみの杜を支える会（「地域に住む私た

ちができる支援のかたち」をテーマに集まった地域の

有志の皆さん）との連携と会への出席 
９．生活クラブ千葉グループとの連携について 
・生活クラブ千葉グループとの連携とイベント共催 
10．その他 

・君津市社会福祉協議会の賛助会員に加入 

・11/29（土）千葉日報社主催の「2014千葉教育大賞

シンポジウム」に事務局長が事例報告とパネラーとし

て登壇 

第 3号議案 

解散の件 

はぐくみの杜を支える会は、2015年法人登記をもって任意団体を解散し、特定非営利活動法人はぐくみの杜を支え

る会へ移行します。 

残余財産の処分の件 

はぐくみの杜を支える会解散時に有する財産は全て、特定非営利活動法人はぐくみの杜を支える会に寄付します。 

 

＊第２号議案は、別紙参照 
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 出席 158 名 （当日出席 24 名・委任状出席 68 名・書面議決 66 名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

特定非営利活動法人はぐくみの杜を支える会設立総会 

NPO 法人はぐくみの杜を支える会設立総会審議事項 

第１号議案 設立趣旨書 

第２号議案 特定非営利活動法人はぐくみの杜を支

える会定款 

第３号議案 設立当初の主たる事務所の所在地の件 

第４号議案 設立当初の役員の件 

第５号議案 設立当初の資産の件 

第６号議案 活動計画及び予算の件 

第７号議案 2015 年度活動方針の件 

第８号議案 設立当初の会費の件 

第９号議案 法第２条第２項第２号及び同法第１２

条第１項第３号の規定の該当の件 

第１０号議案 法人設立認証申請の件 

＊全ての審議事項について、賛成多数で可決決定

しました。今後、NPO 法人格取得に向けた手続

きを行っていきます。 

第７号議案（2015年度活動方針案） 

Ⅰ．組織運営について 

１．組織運営 

・NPO法人格を取得し、組織と活動の充実 

・理事会を、２か月に１度開催 

２．会員拡大について 

個人会員目標：1600 口  団体会員：115口 

・口座引き落としによる会費納入方法を検討 

３．生活クラブ千葉グループ協議会との連携について 

４．他団体との連携について 

Ⅱ．生活支援事業について 

１．はぐくみの杜君津について 

・使途を定めない生活支援費の寄付を継続 

・物品提供の呼びかけ  

・職員支援の検討 

２．人力舎君津について 

・生活支援費の寄付 

３．はぐくみの杜でのボランティアについて 

・職員の後方支援をすることで、子どもたちがより手 

厚くケアされることを目指す。 

・「畑作り」「環境整備」「調理」「遊び・イベント」 

４つのボランティアメニューの展開 

 

Ⅲ．自立支援事業について 

１．自立支援について 

・施設退所時の金銭的支援（住居支援・免許取得支

援など）の方法についての整備 

・社会的養護下の子どもへの進学支援（毎月×在学

期間の金銭支援）について仕組みを模索 

２．チャリティ事業について 

・「クラウドファンディング」など、広く民間の支

援の力を集める方法について検討・実施 

・目標金額は、５０万円 

Ⅳ．啓発・広報事業について 

１．啓発事業 

・児童虐待防止推進月間の活動 

・暴力によらない子育てのカリキュラムを学ぶ場 

２．広報事業 

・HPのリニューアル  

・ブログ、Facebook、twitterの継続 

・ニュースレターを発行 

Ⅴ．調査・研究事業について 

・ 活動に必要な調査研究 

 
＊2015年度予算案は、別紙参照 

 

生活クラブ風の村池田徹

理事長による来賓挨拶 

質疑の様子 

司会を務める 
山本百合新副理事長 
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特定非営利活動法人はぐくみの杜を支える会のメンバーです！よろしくお願いします。 
 
 
（写真左より） 

竹内悦子理事長・山本百合副理事長・牧野昌子理事・

佐々部憲子理事・林田光博理事・関口牧江理事・ 

唐澤節子理事・松本千春理事・庄妙子監事 

 

（写真はありませんが…） 

理事：並木道代・久保貴子 

事務局：川端孝子事務局長・佐藤初美・久保貴子 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

寄付をありがとうございます！  飯澤純子様 
子 

はぐくみの杜を支える会では、使途を定めない生活支援費の寄付を、毎年行っています。 

2014 年度の生活支援費をどんなことに使ったのかという報告とあわせて、はぐくみの杜や 

子どもたちの様子について、高橋克己施設長より報告がありました。 

「いつもありがとうございます。」 
 本当に、その言葉しかありません。 
 はぐくみの杜は、今年度 6 月ついに子どもたちが満

床(40 人)を迎えるという状況です。職員 14 名ほどで

始まりましたが、現在 30 名です。 
 はぐくみの杜に暮らす子どもたちの 8 割強は被虐待

児で、5 割以上が身体的虐待を受けてきました。 
 子どもたちの怒りのエネルギーは、私たちスタッフ

（大人）に向けられて、職員は日々悪戦苦闘しながら、

時には涙しながら子どもと向き合っています。怒りの

エネルギーを受け続けることによる疲弊感はものすご

いものがあり、施設で働くスタッフをどう支え、どう

エンパワメントし続けていくのか？いけるのかという

事が、大きな課題となっています。 
しかし、はぐくみの杜がスタートしてから 2 年が経

とうとしている今も、離職者は一人もいません。それ

はスタッフ同士の良好な関係性と共に、支える会や地

域の方の縁の下の応援の中で出来ていることだと思い

ます。 
 
生活支援費はこんなことに使いました！ 
〇小学生キャンプ＠君津市民の森 
 はぐくみの杜では、各ホームでの行事を大事にして

いますが、なかなか２泊３日で子どもたちをホームご

とに外に連れていくことは難しいため、事務スタッフ

が中心になって、横割りで小学生キャンプに行きまし

た。集団でのキャンプでは、子どもたちの普段ホーム

で暮らす顔とは別の面が見えました。 

〇夏休みのプールの入場料と軽食 
〇海水浴   
〇納涼祭＠はぐくみの杜 
 ホームごとに模擬店を出し、流しそうめんなど

楽しみました。女の子たちはみんな浴衣で！ 
〇担当外出 
 子ども１人に職員１人…大好きな職員を独り占

めできました！ 
〇高校生の携帯代の補助 
〇イベント等で出かけた時の、途中のパーキング

で寄り道して、軽食！これがなかなか楽しみ！ 
〇学習ボランティアで使用するワーク類 
 
Facebook の拡散力に驚き！ 
 はぐくみの杜を支える会の facebook をきっか

けに、連絡の途絶えていたかつての教え子との再

会があり、影響力に驚いています。 

「 オ レ は 昴 の

子！」自分のホー

ムにはみんな愛着

があります。 
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