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今江選手訪問
この日は、有名な野球選手との
出会いに、ホーム全体が緊張して
いた。間近な選手とのコミュケー
ションに期待と其々の思いが交差
し、さっそうと現れた今江選手を
間近にお迎えした時、本人の出す
気さくな人柄に感動し、ホームの
皆を温かな雰囲気に持っていって
く れ て、 子 ど も た ち や ホ ー ム 従
業員に沸き立つような歓声が起こりましたが、幼子達は何が起きたの
かとキョトンとした対応に今江選手は手を差し伸べ一人ずつ抱きかか
えてくれ、子どもたちの緊張も取れ、おまけに選手の膝の上に上がる
子もいたり髭を触ったりしても気持ち良く対応してくれる選手、ホー
ム一同感動の数時間でした。おまけに一人一人選手からのプレゼント
を貰い、ホームの子達も手作りの思いのこもった折鶴を手渡し、ホー
ムからは選手に期待をかけた花束も渡し、今江選手の笑顔での受け取
りに野球への活躍を期待しました。出会いとは何時もながら素晴らし
く、子ども達の心には未来の希望へと繋がってほしいと祈らずには居
られません。今シーズン千葉ロッテマリーンズにエールを送ると共に
今江選手も怪我や病に気を付けられ選手生活をお送りください。
ひろせホーム 代表 廣瀬タカ子

第７回 千児協オセロ大会
平成２５年１０月６日（日）一宮学園の体育館で「第７回 千児協オセロ大会」が行われました。１４施設
から１０１名の児童が参加し、２つのリーグに分けて行いました。小学５年生以下のリーグには４６名・小学
６年生以上のリーグには５５名の児童が参加しました。
大会が始まる体育館内は、話し声や笑い声等がよく聞こえていましたが、大会が始まると急に空気が変わり、
オセロをかえす音しか聞こえませんでした。私は、初めてオセロ大会に携わり、真剣に取り組む児童の姿に驚
きました。なかには、試合に負け、悔し涙を見せる児童もいて、職員が慰める場面もありました。
大会を無事に終えることができ、又、引率職員の方々には、審判等のお手伝いをして頂き、ありがとうござ
いました。
一宮学園 野村幸代
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第30回

千児協マラソン大会
初めに第 30 回千児協マラソン大会準備に当たり各支援団体様、各協賛企業様、各施設、児童相談所の皆様に
は数々のご支援、ご協力を頂きました事をこの場を借り厚くお礼申し上げます。
今回で第 30 回記念大会となる千児協マラソン大会でしたが、当初予定していました平成 26 年 2 月 2 日は雨
天順延となり、予備日の 2 月 9 日は前日からの 45 年ぶりの大雪の影響により陸上競技場が使用不可能な状況と
なった事で中止の判断となり、大変残念な結果となってしまいました。
今大会に向けて、記念 T シャツの作成、楽しいイベントの企画、数々のご寄付、
係員派遣等々、参加する子ども達にとって心に残る大会になるよう皆が目的を共
有し準備に取り組んできました。私自身も大会が成功するよう、一生懸命に下準
備をしてきました。不慣れな事も多く順風満帆とはいきませんでしたが、とても
勉強になり良い経験となりました。
今大会は残念な結果となりましたが、次年度はマラソン大会が成功するよう
願っております。ありがとうございました。
獅子吼園

吉井純一

オレンジリボン運動のご報告
１１月２３日（土）ＱＶＣマリンフィールドにて、オレンジリボン運動を行いました。
当日は千葉ロッテマリーンズファン感謝デーが開催されており、パネルの展示や２，０００部を超えるパンフ
レットとオレンジリボンを配布することができ、たくさんの皆様にオレンジリボン運動を知っていただくことが
できました。
今年も千葉ロッテマリーンズ様にはファン感謝デーという貴重な場を提供いただき、フィリップモリス様には
配布するリボンとリーフレットをご提供いただきました。また、千葉県からは展示用パネルをお借りしました。
ご協力いただきました皆様方にはこの場をお借りして御礼申し上げます。
私たちは子どもの未来を表すオレンジ色のリボンを一人でも多くの方々に知っていただき、子どもの虐待の防
止につながることを祈っております。
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トヨタレーシング
毎年、トヨタガズーレーシングに招待してくださるトヨタネッツさんには心から感謝をしています。
招待を受けてから、募集をすると子どもたちは「おれも、おれも」と参加を申し出てきます。特に今年
は、あまりにも参加人数が多く、こちらで人数制限
をかけようかと思ったくらいです。また、今年は参
加申し込み枠を幼児年長さんまで下げてみました。
それも、小さいころから様々な経験をさせてあげ
たかったからです。もしかしたら、これがきっかけ
で、大きくなったら車の整備士さんやプロドライ
バーになりたいと夢抱く子どもも、出てくれたらい
いなと思ったからです。
案の定、行ってみたら最初から最後まで長い間真
剣に車にくいついていたのは、年長さんの２人でした。あの大迫力のエンジン音、車がドリフトすると
きのタイヤと地面が擦れる音、そして発生する煙、様々に改造されている車に年長さん二人は感動をし
ていました。きっと初めて体験し目にしたものだから、すべてが新鮮だったのではないかと思います。
この感動は、年長さんに限ったことではありませんでした。毎年来ている小学生、中学生も様々な車
を見て、大迫力の音を聞くたびに「おおーすげー」「かっこいい」の連続でした。
たったこの２言を聞くだけでも、連れてきてよかったとも思います。中には、車半分とあと半分は
ひたすらレースクイーンと写真を撮っている中学
生もいましたが、それもそれでいい体験をしてい
るのではないかなと思います。ただ残念だったの
が、毎年だいたい晴れている会場だったのです
が、今年はあいにくの天気で雨が降っており、そ
の影響かイベントの数も少なく非常に残念でし
た。
毎年、子山ホームは大口の参加施設でトヨタ
ネッツさんから、「沢山の参加ありがとうござい
ます」と言われていますが、感謝すべきは私たちの方で、毎年騒がしく参加させていただきありがとう
ございます。できれば是非来年度もあれば参加させてください。
子山ホーム

菅野

穣
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千葉県母子生活支援施設部会
母子福祉研修会報告
平成２５年１１月１５日（金）、母子福祉研修会パート２が行われました。研修会には施設職員の他に、県や市
の福祉職、児童相談所の職員など４６名が参加し、ドイツの母子支援と赤ちゃんポストのあり方を長年研究してお
られる、千葉経済大学短期大学部准教授、柏木恭典先生を講師にお招きし、ドイツでの実践と課題点について講演
していただきました。現場実践の支援、相互連携、今後の支援システムのあり方について学び考えていく研修とな
りました。
また、平成２６年１月２３日（木）には、母子福祉研修会パート３が行われました。３９名の参加者が集まり、
講師として弁護士の宮腰直子先生、中溝明子先生をお招きして、ハーグ条約の具体的な内容について学び、今後、
この条約が母子世帯に与える影響等について学び考えていく研修会となりました。
翌月の２月４日（火）には、母子福祉研修会パート４として、千葉県児童福祉施設協議会施設生活等評価委員の
稲垣美加子先生、渡辺和子先生、中溝明子先生、井上僖久和先生より旭ヶ丘母子ホームと夏見母子ホームの施設訪
問からの施設評価に関する意見交換会を行いました。県内の母子生活支援施設５
施設が集まり、施設評価を通して、活発な意見交換をすることができました。
来年度も今年度と同様に母子福祉研修会を通して、より良い意見交換ができて
いければと思っています。そして、研修会で得た知識を職員間でも共有していき
ながら日々の支援に活かしていきたいと思います。
夏見母子ホーム

竹ノ内

平成 25 年度
乳児院部会研修会報告
今年度の乳児院部会の研修会は、１０月２８日、１１月２９日、１２月２０日の３回にわたり、県乳児院におい
て延べ３０名が参加して開催されました。
研修のテーマは、「乳幼児の心の発達とその支援について」として、講師には、植草学園大学非常勤講師で、県
乳児院長や中央児童相談所長などを歴任された水鳥川洋子先生をお招きしました。
先生からは、乳児院の子どもたちが抱えている問題点、乳児期における養育の重要性などとともに、愛着形成に
向けての工夫やわかりやすいコミュニケーションをうまく行う方法など貴
重なお話を伺うことができ、また、ディスカッションの時間では、具体的
な事例も踏まえ、活発な質疑が行われ、参加者は先生のアドバイスに熱心
に耳を傾けていました。
県乳児院
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中島正裕

平成 25 年度

初任職員フォローアップ研修
１０月２４日～２５日の二日間にかけて、白子町のホテルカアナパリにて
平成２５年度初任職員フォローアップ研修が開催されました。数年ぶりの宿
泊開催となったフォローアップ研修でしたが、『施設職員の在り方』をテー
マに、５１名の研修生は講義とグループワークを通して多くの学びと語りの
機会を得ました。
ＮＰＯ法人ブリッジフォースマイルの永久理恵先生をお招きしたビジネス
マナー講座においては、具体的な「挨拶の仕方」「名刺交換」「電話の受け
答え」などの他に、「印象をマネージメントする」お話なども頂きました。
グループワークでは、初任職員研修時のアンケートを見ながら、それぞれ
が半年間の自分を振り返り、成長を確認し合うことができました。加えて「施
設職員の役割とは」というテーマで、それぞれの理想や目指す姿を語り合い、
進むべき道を確認しているようでした。
宿泊開催は、研修生のみならず施設に残る先輩方にとっても負担は大きい
と思います。しかし、研修生たちは多くの物を持ち帰ってくれたと確信して
います。今後も研修アンケートなどを通して参加者の声を集め、より実りの
ある研修を開催していきたいと思います。
ＦＡＨこすもす

少年指導員

松原恵之

児相等関係職員研修会
平成 25 年度児童相談所等関係機関職員研修に参加させて頂き、『子どもたちの安心・安全な暮らしへの取り組み』と
いうテーマで、事例発表をさせて頂きました。
基本的な事であり、それが基盤となるのは当然の事だとわかっていても、とても難しく、深く、永遠のテーマだとも
感じております。
今回、獅子吼園が取り組んできた事、取り組んでいる事、今後の課題について皆様にお話しをさせて頂きました。
職員同士で話し合いを繰り返し、子どもたちの声にもよく耳を傾け、一つ一つ積み上げてきたもの、出来上がってき
たものをお伝えできる良い機会となりました。
今後も、専門職としての意識を更に高め、子どもたちの安心・安全な暮らしに向け、日々努力して参ります。
獅子吼園

主任保育士：山本淳子
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バレー部・大会の感想
平成２５年９月１８～１９日
の二日間、群馬県の渋川市子持
社会体育館にて、第３６回関東
地区児童（者）社会福祉施設女
子職員バレーボール大会が行わ
れました。総勢１６名で参加し、
結果は、７チーム中、A チーム
は第３位・B チームは第６位で
した。練習も勤務の関係で中々
集まらず、大変でしたが、年間
を通して活動しているため、来
年は、上位を目指して頑張りた
いと思います。
最後に、部員を募集していますので、バレーボールに興味のある方、体を動かしたい方、毎月第２週の火曜
日に一宮学園の体育館で練習をしていますので、ぜひ一度見学に来てください！！お待ちしています。
バレーボール部キャプテン（子山ホーム）・浅井

美和

第４６回関東地区児童（者）福祉施設職員
軟式野球茨城大会
台風２６号が関東に接近する１０月１５、１６日と茨城県で開催された。１５日
は雲が空を覆い雨が降り出すのは時間の問題だった。台風対策として２日間に渡る
試合を１日でトーナメント方式により行う事になった。千葉Ａチームは初戦で東
京Ｂを６対０と破り、２試合目は埼玉Ａを１１対０と撃破、Ａチームエースの林は
堂々のピッチングを見せる。準々決勝で昨年度優勝チーム茨城Ａと初回に失策絡み
で１点を失うも白熱した試合展開が続く。結局初回の１点が最後迄まで尾を引き、
０対１と惜敗、３位決定戦に進むが、宿敵東京Ａに０対３と敗れ４位となる。千葉
Ｂチームも三田さんを中心にチーム一丸となって戦うものの強敵、神奈川Ａに０対３で敗れ初戦で姿を消した。
大会を通じて千葉県チームは、ほかのチームに比べ非常にまとまりがあると感じた。また４月から月１回の練
習を続けているのも千葉県くらいとの事。しかしながら結果的に優勝のない都県はいまだに千葉県のみである事
も事実である。練習に大会に出場できるのも各施設の施設長以下仲間の皆さんのお蔭であることを肝に命じなが
ら、今後ともご理解とご協力をお願いし、優勝を目指し来年度も千葉県として一丸となり戦いたいと思う。
追記

夜の部の活躍は言うまでもなく千葉県であった。また１５日の夜から１６日の朝に

かけて台風による風雨が強まり各地に大変な被害をもたらすことになった。１６日は朝で
大洗を解散となったのだが、帰宅途中マイクロバス組は水没した道路で立ち往生してしま
い、成田学園の石井先生ご夫妻には、夕方のお忙しい時間帯にもかかわらず我々のＳＯＳ
に対応して下さりました事、また成田学園杉浦施設長のご理解、ご協力に対して紙面をお
借りして改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
吉田
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正浩

FSW 部会・心理職員会

合同研修

平成 26 年 1 月 20 日

『子ども達の自尊感情の回復をめざして』
～生い立ちの整理を実践して～
講師 : 東京・清瀬

子供の家

施設長

大野

紀代氏

FSW 部会と心理職員会では、昨年に引き続き、子どもたちの成育歴に焦点をあてた支援プログラムの、実践方法習得の
ための研修を合同開催している。
今年度は、里親支援専門相談員の参加も合わせて、総勢 34 名の受講者を募り、昨年の『ライフストーリーワーク』（講師 :
子どもの虹情報センター 楢原真也氏による講座）に引き続き、日本の自立援助ホームから紡ぎ出された、『生い立ちの整
理』について、東京・清瀬 子供の家 施設長 大野紀代 氏から御講話をいただいた。
施設で暮らす多くの子どもは、自分の誕生や施設での生活、自分自身の存在について、否定的な感情や疑問をもって暮
らしている。周囲から聞いたりして、自分なりに考えてはいるが、それが返って間違った思い込みをしている事もある。
という事実から、一旦、自分自身のこれまでと、「今」を、きちんと整理し直すことが必要になるとし、「自分は生まれ
ない方が良かった」という考えや、「親から認められない自分はダメな子」という、刷り込みから解放・修正する取り組
みを実践され、現在も児童養護施設で実践を重ね、多くの児童福祉施設で実践報告を通して、児童理解の援助技法として、
広く提唱されている。
（以下、詳細分）
『生い立ちの整理』には、いくつかの連動したコンポーネントがあり、感覚統合の回復として、「そんな風に考えたこと
がなかった」「不当な扱い」「愛されない存在」についての被虐待児童に特有の「刷り込み」と「思い込み」の理解を促進。
その説明方法は、「怒りの仮面」と、「怒りのコップ」を少人数の学習会で示す事による、「自分の怒りに気づいて理由
を整理すること」を勧めて、暴力的行動を「被害者としての手当」の観点から、「あなたはたたかれていい人ではなかった」
「その人はあなたをたたいてはいけなかった」という、不適切な養育体験を修正したうえで、加害児としての注意を「ま
ちがった事をした人のまねをしないで」「あなたがされていけない事は他の人にもしてはいけない」といった新たなコン
テクストへと変容させ、暴力を行使せずとも人間関係を築けるように促していく。
また、誕生に絡む「血縁信仰」を断ち切るために、誕生を情緒的に扱わず、「胎児は胎盤を境にして、自立的な存在で、
血は直接的にはつながっていない」とあえて伝え、「母体から栄養はもらったけれど、あなたはあなた自身の生きようと
する力があったからこそ、誕生してきた」と述べている。このことは性教育をして、科学的な性教育の本来の在り方を示
していると言える。
なお、脳の発達を理解することで、トラウマティックなダメージを受けた脳に働きかけても、「生きるための脳」とい
われる脳幹のトリートメントをしなければ、「感じる脳」といわれる大脳辺縁系、「考える脳」といわれる大脳が活性化
しない。という研究から、歪んだ認識を持ってしまいがちな被虐待児の認知と、その理解に努めるようにも演繹された。
更に、「正論が良いわけではありません」と語り、子どもたちは「正しいからこそ反論できず」、追い詰められた結果が、
「防衛から、攻撃に代わる」、として、不適切な対応だけが暴力を引きだすのではないと論じられた。
（以上、詳細分）
本研修の講義は、新人職員にとって、見通しをつけることに役立つであろうことと、キャリアのある従事者にとっては、
自己点検の機会を与えていただいた思いに至った。
いわゆる、成育歴を整理し分かち合う、ライフストーリー・ワークの手法との差異が明確となり、子どもたちと生活を
伴にする従事者にとって、親や子を批判するのではなく、『そうさせてしまったのは、実は私たち（社会）であることを
理解したうえで、子どもに「あなたのせいではない。あなたは愛される存在だ。あなたは生まれてきてよかった。」と感
じてもらうことが、生い立ちの整理である。』と結ばれた大野先生の言葉に、受講者は児童福祉施設の従事者としての、
新たな気づきを得ることが出来た。
文責 一宮学園 心理療法担当職員 田口 寛正

南総サッカー大会
平成 26 年 3 月 15 日（土）、天候に恵まれ、館山海上自衛隊グランドで南総サッ
カー大会が行われました。 ここ数年天候による影響で中止が続き、『今年こそは』
とみんなが願った大会でした。小学生の部は７施設 7 チーム、中高生の部は 9 施設
10 チームと久しぶりの大会でもあり、多くの施設に参加していただきました。子ど
もも大人も汗まみれ、泥まみれになりながらボールを追いかけ、ゴールを目指した
結果、小学生の部は、富浦学園が優勝。中高生の部は、野の花の家が優勝とそれぞ
れ栄冠に輝きました。栄冠に輝いた施設以外にも、手に汗握る白熱した試合が多々あり、審判として協力してい
ただいた館山海上自衛隊サッカー部の方々からも賞賛の声をいただき、サッカー大会は幕をおろしました。
児童養護施設

ひかりの子学園

宇梶

隆径
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温かいご支援
ありがとうございます
平成 24 年度寄付招待一覧表（9 月～ 3 月）
№

企

業

名

内

1

ゴールドマンサックス

2

千葉県文化振興財団

3

セカンドハーベストジャパン

4

株式会社千葉ロッテマリーンズ

5

バンクオブアメリカ・メリルリンチ

6

ネッツトヨタ千葉㈱

容

寄付招待月

分

類

サッカー観戦

9 月～ 3 月

招

待

文化公演

9 月～ 3 月

招

待

野菜・冷凍食品

9 月～ 3 月

寄

付

野球教室・施設訪問

１1 月

招

待

フットサル交流会への寄付

11 月

寄

付

イベント招待

１１月

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。

第３回フットサル交流会を終えて
晴天の下、第３回フットサル交流会が開催されました。サッカー好きな職
員で始めたこの活動も、皆様のおかげで３回目を迎えることができました。
今年度もヴィヴァイオ船橋サッカークラブの全面的な支援のもと８施設、児
童、卒園生、職員、ボランティアさん含め総勢１７０名以上の方々が市原
のサッカー場に集い楽しみました。味方を励まし、助け合い、相手を敬い尊
重する、そういった部分を大切に考え運営をさせていただきました。ボラン
ティアをしていただいたＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校サッカー部の皆様を始め、児童相談所職員の方々、
生実学校職員の方々、ジェフユナイテッド市原・千葉茂垣コーチ様。ご寄付をいただいたバンクオブアメリカ・
メリルリンチ様、温かいサポート本当にありがとうございました。
中央児童相談所

子ども達が待ちに待った夏休みが始まり騒がしい毎日です。子
ども達は何事にも元気で太陽の下、走り回っています。熱中症や
ら体調の変化に大人達は気を使って見ていますが子ども達はヘッ
チャラで大人達の方が体調管理に一苦労です。
今までも広報委員でしたが中々、参加出来ずに
いましたが、これからは参加して一緒に盛り上げ
て行きたいと思いますので宜しくお願いします。
平和園 星
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