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顕彰者・表彰者
おめでとうございます
下記の皆様方が長年の社会福祉への功績が認められ、厚生労働大臣表彰及び全国社会福祉協議会会
長表彰を受章されました。
おめでとうございます。

厚生労働大臣表彰
福祉事務所等職員功労
千葉県柏児童相談所 所 長 鏡
社会福祉事業従事功労
ひかりの子学園
調理員 黒川

全国社会福祉協議会会長表彰
則

子様

ハツイ様

一宮学園

社会福祉施設功労
寮主任 大 橋 香代子様

社会福祉施設功労
一宮学園 寮主任 佐久間 千恵子様

マラソン大会を終えて
初めに第２９回マラソン大会を無事に終える事ができましたことに各施設・児童相談所の皆様、支援団体の
方々にこの場を借りて厚くお礼を申し上げたいと思います。
マラソン大会にはたくさんの協力者、支援団体、勿論参加者も含めてではございますが大勢の協力の基に成
り立っています。千葉県、千葉市、社会福祉協議会、社会福祉事業共助会、スポーツセンター、千葉県陸上連盟、
次代の創造工房、アゼリーグループ、その他たくさんの協賛企業・個人の支援があります。ここ数年マラソン
大会の本部を担ってきた私の仕事は上記の団体との段取り・連絡調整、下準備をし当日の運営にあたり、大会
後の総括にあります。
これらのことは私が今までどこでも勉強してこなかったことであり、それを担うということはとても大変でし
た。というよりはこなせていなかったと思います。
しかしながら、大会を誰かが怪我をすることなく終わらせる一番の目的は達成しました。また反省アンケー
トにみる「引率職員の態度が悪い、職員のレベルが低い」などのコメントが以前より減ってきました。その他
大会の係員がより意欲的に仕事を探そうとする姿が多く見られるようになってきました。
このように開催することが難しい大会を無事に終える事ができていて、またよりよい雰囲
気で開催をしていることは千児協に関わっている人たちが目的を一つに共有しそれに向かっ
て協力しているということではないでしょうか。
私自身は平成２４年度３月をもって恩寵園を退職致します。今後行事がどのように続けら
れるか分かりませんが、千児協自体がみんなが平等に一つの目標を持ちながら協力し続ける
会であるであることを望んでいます。ありがとうございました。

恩寵園

大矢

敦

1

第
第 12
12 回
回 子ども文化祭
平成 24 年 11 月 25 日「第 12 回千児協こども文化祭」が成田山新
勝寺信徒会館で行なわれました。
今年は 13 の施設に参加して頂き、様々な出し物、展示作品など
が会場を彩りました。今回の文化祭スローガンは「FACTORY －み
んなでつくろう幸せの証」です。各施設たくさんのスローガン候補
を持ち寄り検討した結果、副実行委員長の樋口さん（ひかりの子学
園）が提案された案に決定しました。
今年は中国で反日デモが多く起こり、ただでさえ不況の世の中に
人々の不安をあおっていたので、「世界平和」や「幸せ」をテーマにしてみたということでした。また
「FACTORY」は反日デモで被害が大きかった工場にかけて、みんな
で幸せを作って行こうという意味を込めて作られました。バックスク
リーンには願い事が叶うと言われるクローバーに一人ひとりの幸せな
気持ちをたくさん積み重ね、幸せな時間を作り上げたいというメッセー
ジや未来に向けてこれからこうなって欲しい願いが込められています。
10 月から実行委員会を開催し経験者、未経験者を織り交ぜ様々な検
討をしました。私自身、実行委員長として関わるのは初めてでどのよ
うに進めていけば良いか右往左往の状態でしたが皆様に支えられてな
んとか本番までに準備を進めることが出来ました。またこども実行委員長の秋葉君にもなかなか仕事を振っ
てあげることもできず、もどかしい状態だったのではないかと思っています。ベテランの職員さんにも引っ
張って頂き、とても助かりました。
さて本番が始まると各施設、今日まで練習してきた成果を思う存分に発揮し子ども達、職員の方々の気持
ちが前面に出ていました。来賓の方々にも子ども達の様子を見て頂き、また新たな励みにも繋がることと思
いました。この子ども文化祭を通してより多くの子ども達、施設関係者の方々に見て頂くことによって次年
度以降もさらに盛り上げていければと思います。
子どもも大人も一生懸命に取り組む姿を一人でも多くの方に見て頂くことが出来ればきっとより大きな行
事になると思っています。当日まで様々な形で関わって頂いた方々、当日お越しいただいた来賓、関係者の
方々に今一度ここに「こども文化祭」が実施できたことを心よりお礼申し上げます。本当にありがとうござ
いました。また子どもたちが輝ける場として今後とも皆さんでこども文化祭を支えて頂ければと思います。
子山ホーム

木村健司

オセロ大会に優勝して
ぼくは、５年生になってはじめてオセロ大会に参加しました。学
童ではたまに友だちとオセロをやって遊んでますが、知らない子た
ちとはやったことがないのですごくきんちょうしました。
自信はなかったけど、優勝できてとてもうれしかったです。来年
も参加して２連ぱしたいと思います。
旭ヶ丘母子ホーム
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浅香駆流

温かいご支援ありがとうございます
（平成 24 年 9 月〜平成 25 年 3 月）
№

企

業

名

分

類

№

企

業

名

分

類

1

セカンドハーベストジャパン

寄付

7

国際煙火株式会社

2

ゴールドマン・サックス証券株式会社

招待

8

株式会社千葉ロッテマリーンズ

3

千葉県文化振興財団

招待

9

次代の創造工房

4

夢まるふぁんど

寄付

10 千葉ジェッツ

招待

5

株式会社トータルシンク

招待

11 テレビ朝日文化事業団

招待

6

ネッツトヨタ千葉株式会社

招待

寄付
寄付・招待
招待

※尚、各行事毎への寄付は行事・企画委員会にお問い合わせください。

寄
№
１

企

業

株式会社ウェザーニューズ
代表取締役社長

２ 有限会社ウエル
３

名

代表取締役

株式会社エスエル・カンパニー
取締役会長

大塚製薬株式会社
４ ニュートラシューティカルズ事業部
営業部 流通担当部長補佐
５

株式会社ＯＦＣ
オービックシーガルズ

６ カナユニ

代表取締役

№

企

付
業

名

株式会社 サニーサイドアップ
14 開発事業本部 スポーツプロモー
ションカンパニー 1 部

№
26

企

業

名

東京メトロポリタンテレビジョ
ン株式会社 代表取締役社長

15

社会福祉法人 江寿会
アゼリーグループ 理事長

27 東武プロパティーズ

16

関彰商事株式会社
代表取締役社長

28

特定非営利活動法人
次代の創造工房 理事長

17

全日本空輸株式会社
執行役員 プロモーション室長

29

ノーリツ鋼機株式会社
代表取締役社長

市長

30

東日本旅客鉄道株式会社
千葉支社 営業部長

株式会社竹中庭園緑化
取締役副社長

31

ビッグホリデー株式会社
代表取締役社長
株式会社ブルボン
代表取締役社長

18 高萩市
19

社長付

７

株式会社 君津住宅
代表取締役社長

20 千葉県社会福祉事業共助会 会長

32

８

株式会社環建築設計事務所
代表取締役所長

21 千葉ジェッツ

33 僕と地球を繋ぐ森

９

近畿日本鉄道株式会社
取締役社長

22

TSP 太陽株式会社
代表取締役社長

34

三菱食品株式会社
代表取締役社長

10

株式会社経営戦略合同事務所
代表取締役社長

23

株式会社ＴＢＳサービス
代表取締役社長

35

吉本興業株式会社
代表取締役社長

11 京成トラベルサービス株式会社

24

株式会社デジタルマーケット
代表取締役社長

36

株式会社読売情報開発
代表取締役社長

12

株式会社ゴルフパートナー
代表取締役社長

25

テンワス株式会社
代表取締役社長

37 株式会社和田

13

財団法人 日本エネルギー経済
研究所 理事長

営業本部長

事務局長

代表取締役
※五十音順
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オレンジリボン運動のご報告
平成２４年１１月２５日、快晴のＱＶＣマリンフィールド。千葉ロッテファン感謝デーが開催
されているこの会場で、職員代表者部会として、オレンジリボンキャンペーンを行ないました。
パネルの展示の他、２０００部を超えるパンフレットとオレンジリボンの配布は、朝から詰
めかけたロッテファンの方々に快く受け取っていただくことができました。
多くの方はオレンジリボンを知っており、その認知度の高さからこれまで積み重ねてきた実
績が感じられました。また、パネルに足を止めていただける方も多く、社会の関心も高いこと
を実感することができました。今後も続けていくことで、よりこの取り組みを広げていければ
と思います。
この様な機会を頂けた千葉ロッテマリーンズ様にはこの場を借りて感謝申し上げます。
ＦＡＨこすもす

松原

恵之

初任職員フォローアップ研修
今年度の初任職員フォローアップ研修会は、11 月 2 日に千葉県社会福祉センターにて行われ
ました。
5 月に実施した初任職員研修会同様に、東洋大学ライフデザイン学部准教授

鈴木崇之先生を

講師としてお招きし、「施設職員のあり方」をテーマに、講義、グループディスカッション、
事例検討を行いました。研修の終盤で行った事例検討では、ケアワーカーの支援の変化を題材
に各グループで活発な意見交換がなされ、日頃の支援を振り返りながら、よりよい支援のあり
方を考えている様子が感じられました。また、意見交
換会の場では、日頃の悩みを語り合いながらも、他施
設の仲間から刺激を得て、明日からのエネルギーに変
えていました。
今後も、職員が子どもったちと少しでも長く寄り添
い支えとなれるよう、充実した研修会を行っていきた
いと思います。
副研修委員長
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成田学園

井上勝俊

乳児院部会合同勉強会報告
千児協乳児院部会では、合同勉強会を開き、毎回千葉県内の乳
児院を順次見学し、その施設の運営から養育、栄養など細かい所
まで勉強させて頂いておりますが、このたびは、県外の施設見学
を企画し、平成２４年９月２６日、神奈川県海老名市にある乳児
院「ドルカスベビーホーム」の施設見学を実施しました。参加者
は、５施設、１５名でした。
その目的は、この乳児院で実施されているグループケアを学ぶ
ことにありました。現在、千葉県内にはグループケアを実施して
いる施設はありません。しかし、そう遠くない将来に乳児院でも
グループケアを実施せざるを得なくなると思います。その為の勉
強の一貫として、この勉強会が行われました。
ドルカスベビーホームは、海老名市にあります。この法人には、
児童養護施設、知的障害者入所施設などが併設されていました。乳児院は木造で、木の温かさを感じる建物です。
定員２５名で、本体施設のほかにグループケアを２か所設置しております。一つは施設内にあり、そのグルー
プケアは昼間のみで夜は本体に戻る生活をしており、もうひと
つは、園庭に一戸建てで生活していて、昼夜生活をする場となっ
ていました。経済的な面から言えば、千葉県よりはるかに恵ま
れているので４人の子に４人の職員で生活できる体制が組まれ
ており、うらやましく思った次第です。
県外の乳児院見学は、いろいろなことで得るものが多く、ま
た質問も多く出て予定の時間よりはるかに長く滞在してしまい
ました。
ドルカスベビーホームの施設長様とスタッフの皆さんにはと
ても丁寧に長時間対応して頂きまして、感謝の気持ちでいっぱ
いです。ありがとうございました。

千葉県母子生活支援施設部会母子福祉研修会パート２の報告
平成２４年１０月１８日に、母子福祉研修会パート２で、「母親の顔色を気にし、「痛い」「やめて」「たす
けて」と誰にも言えない子どもへの支援」というテーマで発表をしました。
事例に出てくる子どもは、誰にも助けてと言えない環境で育っています。相談の仕方も分かりません。誰かに
助けを求められるように支援をしてきましたが、保護者は職員と子どもが関わる事を阻止します。職員も子ども
と関わり、関係を築こうと試みましたが保護者が壁となり関わる事が難しいです。どうしたら、子どもが保護者
の顔色を伺いながら生活をしなくてもよくなるのでしょうか。子どもが職員とコミュニケーションをとれるよう
になり、のびのびと生活が出来るようになって欲しいと思っています。これらを課題として発表させていただき
ました。スーパーバイザーの徳永雅子先生や各施設の方々などから意見や考えをいただきました。
自分の意見や考えを話し、他の施設の方の意見を沢山聞く事が出来てとても新鮮でした。中には自分の考えと
正反対の意見もあり、戸惑いもありましたが、いろいろな方向から考えることの大切さや自分の支援方法を見直
すことも出来てとてもいい経験になりました。
自分では気づかない部分が多くあり、保護者へのケアが子どもへのケアになることを助言していただきまし
た。自分は目先のことにしか目に入っていなかった事に気づくこともできました。また、保護者に対しての話し
方や、保護者が経験してきた事を受けとめ、優しくケアしていく事が必要であること、さらに、子どもにもその
影響が出てくることがあるので、深く考え関わっていくことが大切だと思いました。
発表後、改善が出来る支援方法から進めることにしました。少しですが、何らかの形で子どもからの信号が出
てくる様になりました。今後も引き続き支援を進めていきたいと思います。
最後に、今回の発表は初めてであり、参加していただいた方に分かりやすく説明が出来なかった部分もありま
したが、皆様には、大変、ご迷惑をおかけした部分もあったかと思いますが、おかげさまで無事に終える事が出
来ました。大変ありがとうございました。今後も、自分の支援について見直して他者の意見も聞き、母と子が共
に良い方向に進んでいけるように支援していきたいと思います。
国府台母子ホーム 保育士 三橋 希代子
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第45回

関ブロ野球大会

去る平成 24 年 10 月 18 日 19 日と第 45 回
関ブロ野球大会が千葉県で開催されました。
前日の大雨で開催さえ危ぶまれました。年
に 1 度の野球大会ですから、とにかく何とし
ても野球が出来ることを祈るだけでした。幸
いにも当日は朝から晴れ間も覗きましたが予
報は午後より雨になる確率が高く、現場関係
者の方々と使用させて頂く予定の４球場を見
てまわりましたが 1 つは NG と言われ、残り
も人工芝を含め、雨が降り始りだしたら即中
止！という判断でしたが、市原市野球協会審判部の方々が私達の思いを察して下さり、ゴリ押し様な形で
なんとか 4 球場を貸していただけることになりました。とは言え雨が降りだしたら終わりと言うことに変
わりはなく、時間短縮等のルール変更をさせて頂き、途中から雨が降り出してしまったものの予定通りす
べての予選を行うことが出来ました。その後は本降りのまま雨は朝方まで降り続けました。その後天気は
急速に回復したものの決勝トーナメントはメインである市原臨海球場 1 ヶ所でルール変更等で滞りなく終
了させることが出来ました。
さて私自身は A チームとして試合に臨みましたが初日の予選はとにかく試合が出来る喜びだけで勝敗等
は二の次と心から感謝の気持ちでプレーさせて頂きました。千葉県は A、B、C と 3 チーム出場させて頂き、
チームの構成としましては、C チームには OB の方々を中心としてそれを支えることが出来るメンバーで
の構成で普段の大会では 2 チームのみですが千葉大会時には OB も含め 3 チーム出場させて頂いています。
今回は特に OB の方々には楽しく往年の時を思い出しプレーを満喫して頂く事のみを目標に置いて 1 日目
からメイン球場で試合をして頂きました。A・B チームはそれぞれが実力で勝ち上がりメイン球場でプレー
出来る様に他の球場からのスタートでした。
結果からお伝え致しますと A チームは昨年の覇者東京 C に 1vs2 と
惜敗、茨城 A に大敗し予選敗退、C チームも初日に力を出し切って頂
き予想通り（？？）予選敗退、B チームは茨城 B、神奈川 A を撃破し
初の（？）決勝トーナメント出場となり最終的に 4 位と言う素晴らしい
結果を残して頂くことが出来ました！！本大会において他県の方々の大
きな怪我等の報告はありませんでしたが、残念ながら千葉県に数名の怪
我人を出してしまう事になりました。又いつものメンバーが大会前の練
習で負傷してしまったり、病気で出場できなかったりと苦しい事実もありました。しかしながら、本当に周
囲の方々のお陰で無事に千葉大会を終了出来ました事を心より御礼申し上げます。又最後にこの大会を運
営するにあたり野球部をはじめ実行委員の皆様方、留守を守って頂いた各施設の仲間の皆様に紙面をお借り
して感謝いたします。
「ありがとうございました！」そして野球部の諸君！未だに千葉県だけが優勝旗を持っ
て帰れない状況を打破するために今後益々、仕事に励んで頂き、余暇活動の野球に大いに参加して頂き、
優勝旗を千葉県に持ち帰りましょう！！
千児協野球部 監督兼選手 吉田正浩

いよいよ平成 25 年度がスタートを切りま

発行元：千葉県児童福祉施設協議会

した。今年度は 2 か所の児童養護施設が仲

発行者：会長

直人

間入りします。増えてはいけないものなの

編

に・・・。いつか児童養護施設が必要無い社会が来ると

事務局：旭ヶ丘母子ホーム

いいですね。それまでみんなで力を合わせて子どもたち
のためにがんばりましょう。

集：千児協

総務・広報委員会
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