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－ 世界には　君の輝く　場所がある －－ 世界には　君の輝く　場所がある －
平成27年度「児童福祉週間」標語平成27年度「児童福祉週間」標語

　平成２７年１０月１９日から２０日にかけて、成田ビューホテルを会場に初任者職員フォローアップ研修会が開催さ
れました。今年度は６９名の参加者を迎えることができました。いくつかの講義がある中、『施設職員の在り方』では、
千葉県内の児童福祉施設における権利擁護の歴史について、過去の歴史を振り返りながらの講義が行われました。
　また、『愛着障害の理解』の講義や日本アンガーマネジメント協会トレーナーを招いての『アンガーマネジメント（怒
りという感情について）』といった講義が展開されました。
　講義に留まらず、演習では『行動や遊びを子ども達へ伝える為に』というテーマに沿って、グループに分かれ余暇
活動の計画書作成から、簡単に出来る遊び（レクレーション）を参加者が体験しました。
　それ以外にも、『児童相談所と施設が連携するために』というテーマで、児童相談所と施設職員との“（実際の）現
場のやりとり”についてのシンポジウムが開催され、研修の最後には、子どもの長期的な支援を展望する上で不可欠な
『自立支援計画書』についてのグループワークを行い、日程を終えました。

　平成２７年１０月４日（日）一宮学園の体育館で、第９回　千児協オセロ大会が行われ
ました。２０施設から１４０名の児童という、過去最多の参加人数で、小学校５年生以下・
小学校６年生以上の２リーグに分かれて行われました。
　大勢が集まった会場は試合が始まる前からワクワクした雰囲気や緊張感が漂っており、
熱心に練習をする子ども達の姿が見られていました。いざ試合が始まると真剣に勝負をする子ども達の姿があり、
勝って喜ぶ子や、負けて泣いてしまう子などがおり、本番に至るまでに一生懸命練習をしたんだなと感じる場面
が多く、感心致しました。

　オセロは、小さい子から大きい子まで、男女問わず楽しめるもので、
年々参加人数も増えています。また、オセロ大会を通じて、他の施設の子
ども達と知り合えたり、昼の休憩時には他施設の子ども達や職員の方々が
一緒にバスケットボール等をして交流を深めている場面も見られました。
今後も、交流の場として、オセロ大会がよりよい大会になっていくことを
願っています。
　また、今大会は行事企画委員を始め、各施設の引率の先生方、会場を貸
して頂き準備や片付けをしていただいた一宮学園の方々のご協力のもとで
無事に行うことができました。ご協力ありがとうございました。

獅子吼園　府川裕一

フォローアップ研修に参加して

　今回のフォローアップ研修を受講して一番に感じた事は「大人が子ども達に振り回さ
れ、一喜一憂する必要はない」という姿勢でした。特に、愛着障害の講義ではなぜ子ど
もたちが大人を信用できないのかという普段忘れがちな原点に戻る事ができました。そ
して、グループディスカッションでは全新任職員が同じ悩みを抱えている事が分かり、
その上で、あの人みたいになれたら…でも自分には無理なのではないかと悲観的になる
のではなく「自分の良い所を伸ばしていけばいい」と結んでくださった髙橋先生の言葉
は私にとって大きな灯となりました。現場で子どもたちに振り回されている時は、今ま
で学んできた知識や子どもたちの過去の境遇は忘れがちになってしまいます。そこで一
喜一憂せず自分に出来ない事を考えるよりも出来る事を考え、自らを鼓舞し続ける日々
を送り、子どもと共に私も成長していけたらと思います。

滝郷学園　大槻将宣

第９回 千児協オセロ大会

新任職員フォローアップ研修会
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　今年も子どもたちが楽しみにしている行事がやって参りました。滝郷学園で
は毎年、４月後半になると「今年のソフトボールの練習はいつ始めるの？」と
いう子どもからの質問が毎日の様に飛び交います。そして子どもたちの勢いに
押し切られる様にゴールデンウィーク明け頃から、週末の練習が始まります。
　そんなこんなで始まった今シーズンですが、今年も暑い日が続きました。本
番が近づくにつれて暑さが増し、子どもも職員もどんどん日焼けしていきまし
た。滝郷学園の練習は試合形式が中心です。子どもたちはシーズンでのホーム
ラン数を争ったり、今年自分が守りたいポジションがあり、守備にこだわって参加したりと、それぞれが楽しみながら
参加しており、練習中はどちらかというと笑顔が多く見られます。そんな子どもたちが本番では緊張感を持ち、勝ちた
いという気持ちで一生懸命になりながらプレーをする姿は、普段見ている子どもたちの様子とは少し違い、応援してい
る職員側にも緊張感を与えてくれます。一つのプレーで盛り上がり、一つのミスで落ち込み、仲間に声をかけられなが
ら助け合う。そんな姿を見ていると、暑い真夏に子どもたちと過ごした時間がとても大切だった事に気付かされます。
　今年はソフトボールの参加チームが少なく、少し寂しい気持ちもありました。来年度の千児協球技大会ソフトボール
の部が盛り上がる様に、そして連覇を目指して、来年度も子どもたちと楽しんで練習に励みたいと思います。
　最後になってしまいましたが、ご多忙の中、子どもたちの為に大会の運営に携わって下さった皆様に、この場を借り
てお礼を申し上げます。今年も楽しく、そして大切な時間を過ごす事が出来ました。本当にありがとうございました。

滝郷学園　石坂彰浩

　平成 27 年 8 月 21 日、平成 27 年度小学生ソフトボール大会が開催されまし
た。参加施設は 7 施設の計 8 チーム、参加人数は 98 名となり、昨年度に比べ
て2チーム増え、活気のある大会となりました。今年度初参加のチームもあり、
一生懸命声をだしながら、最後まで頑張って試合を行っていました。チームが
多い分、試合数も増え、白熱した予選が繰り広げられました。途中、雨が降っ
てきたため、何度も中断をしながら試合を進めていましたが、無事全試合を終
えることが出来ました。決勝戦は、子山ホーム選抜チームと蛍雪学園のチーム。
昨年度の優勝争いをした 2 チームが今年度も決勝でぶつかりました。結果は、

子山ホーム選抜チームが昨年度のリベンジを果たし、見事優勝となりました。
今年度も東京学館高等学校の野球部の皆様の審判をして頂き、また各施設の方々のご協力のもと、大会を盛り上げて頂
きました。また来年度も、長く続くこの大会を子ども達の輝ける場とするために、皆様の力をお借り出来たらと思いま
す。ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　   千児協行事企画委員　ほうゆう・キッズホーム　島田

小学生ソフトボール大会に参加して
　今年、監督をやらせてもらって、子どもたちと目指したのは千児協球技大会小学生ソフトボールの部での優勝です。
ここ数年間は子山ホームに優勝旗が飾られる事がなかったので、今年こそはという思いでチーム一丸となって取り組ん
できました。沢山のチームがいる中での優勝、毎年優勝争いをするチームとの一戦をどう切り抜けるかを監督である私
は、一緒に練習を支えてくださる職員の方々と相談をしながら戦略を練ってきました。作戦もさることながら、子ども
達は誰よりも練習量をこなしてきたと思います。平日の月曜、水曜、金曜は朝６時から７時の登校前の１時間、休日祝
日は、大体が午後からの練習で１３時３０分から夕方、日が暮れる５時過ぎまで本当に多くの練習量をこなしてきまし
た。雨が降っても、地域の体育館をお借りして、室内練習をするなど、練習量を見れば負ける気はしないのですが、勝
負とは何が起こるか分からない世界ですから安心はしきれませんでした。試合当日、ピッチャーの子が、普段は言わな
いような「やべ、緊張する」と言っていました。担当の保育士さんも見に来る、負けられない試合と分かっているから
こその緊張。普段は、なかなかないことなのですが、それを思うと子ども達のこの大会への意気込み、かける思いは、
私達大人より、さらに大きいものだと思いました。結果は優勝。文句なしの素晴らしい結果だと思いました。ここまで
辛い練習をしてきた子ども達がなにより報われたと思います。ジュニアチームは検討むなしく予選敗退でしたが、全力
を出した末の結果でしたので、こちらも文句なしの結果だったと思います。選抜チームがとった優勝ですが、この優勝
は選抜もジュニアも関係なく子山ホーム SBC で勝ち取ったものだと思っています。子山ホームでのソフトボール活動は
通年ですが、一つの大きな目標を達成したことへの「おつかれ様でした！そしてみんなおめでとう」をこの場を借りて、
再度伝えたいと思います。ありがとうございました。 子山ホーム　菅野　穣

小学生ソフトボール大会

球技大会『ソフトボールの部』

球　技　大　会



3

　この夏、僕たちは球技大会（野球）に出場しました。今年も無事優勝する
ことができて嬉しかったです。
　僕は、打順六番、ポジションはファーストで出場しました。微力ながら少
しはチームへの勝利は貢献できたと思います。毎日辛い練習を頑張ってきま
したが、大会では緊張してしまい、最初のアウトをとるまでは、とても長く
感じられました。炎天下の中、みんなで声を出し、励まし合い、またベンチ
の応援も心強かったです。ゲームセットの瞬間はホッとしました。優勝旗、
優勝のカップをまた持ち帰ることができて良かったです。
　僕は、野球を通じて野球の楽しさ、チームワークの大切さを改めて感じました。そして、自分の力だけではなく、ま
わりのみんなの支えがあったということを感謝し、これからも野球を続けていきたいと思いました。また来年も優勝を
目指して頑張っていきたいと思います。

蛍雪学園　　加藤　祐樹

　富浦学園は卓球の部に男子 5 名、女子 10 名が出場しました。全員が個人戦に参加。また、中学生は女子 3 名、男子 3
名でそれぞれチームを組み、団体戦にも参加しました。
　結果、個人戦では 2 名が入賞、団体戦では男女ともに 2 連覇を達成することが出来、児童が一丸となって取り組んで
きた成果が見られたことを嬉しく思っています。
　練習においては、小学生・中高生に分ける形でチームを発足しました。それぞれで子供たちと共に練習メニューを考え、
キャプテンを選出、その児童を中心に練習を進めていきました。小学生チームは監督や職員の指導の下、キャプテンを
中心に毎日練習に励みました。低学年は基礎を重点的に、高学年は基礎に加えて試合形式の練習を多く行い、試合当日
に備えました。毎日の練習にも弱音を吐くことなく、少しでも上達しようと練習に励んでいた姿が印象的です。
　中高生チームは現役の卓球部が多く、より高度な練習に自主的に取り組みました。自分の得意な面だけでなく、苦手
な面もお互いに指摘し合うことで伸ばす姿が見られました。また、今年は技術面だけでなく体力・筋力面での強化を図り、
筋力トレーニングも練習として取り入れ、毎日欠かさず行いました。メンバー全員で練習内容を話し合い、一緒に行っ
ていくことで、チームとしてのまとまりが生まれたと感じています。
　中高生チームの中には卓球経験が浅く、技術的に差がある児童もいましたが、そうした子は自主的に小学生チームの
練習にも参加し、少しでも追いつこうと努力する姿勢も見られました。
　多くの職員の手助けと何より子供たち自身の努力があって、今大会では見事な結果を残すことができました。子供た
ちがこの経験を生かし、更に成長していってくれることを楽しみに感じています。

千葉県富浦学園　濱崎健太

球技大会『野球の部』

球技大会『卓球の部』

球　技　大　会
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　平成２７年１０月７日～９日　全養秋田大会が秋田キャッスルホテルを主
会場に開催された。厚労省の行政説明、全養藤野会長の基調報告、読売新聞
特別編集委員橋本五郎氏による記念講演、分科会、第４０回資生堂児童福祉
海外研修報告、シンポジウム「今あらためて、日本の養育を問う～養育の新
たな地平をめざして～」の３日間のスケジュールで行われた。
　最寄の茂原駅を始発で出て東京駅からは新幹線に乗り変える。はやぶさと
連結したこまち３号は仙台駅で連結を離し、田沢湖、大曲を経て秋田駅へ向
かう。大曲駅から後ろ向きに走るこまち３号に少し気分が悪くなったが５時
間超をかけて到着。秋田駅は、新幹線、ＪＲ、在来線とひとつなぎの大きな駅で、ショッピングモールにはたくさんの
店が並ぶ。駅周辺では一体どこに来たのかと少し分からなくなる。効率的で利便性にとんだ画一的な都市開発は日本の
文化や地域の差を見えにくくする。到着後すぐに児童絵画展の作品を見て回ると、秋田と言えば・・の「なまはげ」を
書いて受賞している絵が目に飛び込む。名札を見ると関西の子であった。
　地域差に関心があり第６研究部会に出席した。４月に４対１の加算配置職員体制でスタートした長崎県のある施設
では現員１６人。定員は４０人だそうで驚いた。東北の定員と現員・入所率を一覧表にした資料が配られ、６県平均
８２．１％の入所率。都道府県ごとの家庭的養護推進計画も比較した。①本体、②ＧＨ、③里親それぞれ３分の１ずつ
とする国の指針に対して、広島の目標値は①６割、②１割、③３割で、地域小規模をやらない意向だそうだ。里親への

委託の難しさ、未委託里親が多いこと、ＦＨへの入所率が低い現状、地域小
規模に移す子ども選定への悩み、県主導か施設主導か共同による計画策定で
あったのかなどがざっくばらんに話し合われた。
　秋田を感じる料理を食べながら千葉県内施設長の皆様と語らう時間を多く
とることが出来た。寒い雪国の秋田にあって囲炉裏であぶって食べ物を長持
ちさせるイブリガッコやキリタンポはその土地ならではの生活の知恵であろ
う。同じ日本にあって地域によって環境も風習も違う。日本という民族性の
土台の上に地域ごとの色があるように、「養護」というぽわーんとした役割

の上にそれぞれの地域ごと、施設ごとに培ってきた「養護」の色がある。自施設の「養護」を言葉で説明できるよう整
理する事から始めているが、優先順位の高さを再認識した。私は大会を通じてこう感じている。それにしてもやらなけ
ればならない課題が多いこと。そして、誰かがやってくれるわけではないことを。

獅子吼園　施設長　佐藤健太

　研修テーマは、「子どもたちの自立を支えるために」～児童養護施設運営指針か
ら見えてくるもの～とのことで、児童養護施設運営指針の養育実践を通す中で、社
会的養護の原理の新たな課題を見出すための研究・討議を行いました。どの職種に
おいても、児童養護に携わる者として、子どもの最善の利益を考え日々ケアにあたっ
ています。運営指針の課題、また指針を基にした第三者評価における課題等の講義
をお聞きし、そもそも子どもの養育という動物の本能といえる仕事を評価できるの
か？という課題が強く心に残っています。養育の現状を評価するだけでなく、結果
を評価して初めて養育の評価となるのではないかと考えさせられました。
　分科会では「軽度発達障害を抱える子どもたちへの支援」について事例を通して
学びました。様々な事例に共通する事は、関連機関といかに連携を取り子どもの自
立を支援していくかということです。児相や学校、医療機関と連携して子どもの支
援を行うことが重要であると感じました。今回学んだことを心に留め、日々のケア
に活かしていきたいと思います。 平和園　鈴木姫玉

　基調講演、シンポジウム共に、施設運営指針及び第三者評価にどのように向き合
うかというテーマでした。改めて第三者評価の意義やそれに伴って起こる問題等を
目の当たりにし、日々の子どもに対するケアに追われ、意識することができていな
かった部分を痛感しました。また、直接的に第三者評価に携わっている、NPO法人
の舘野氏の講演を聞くことが出来、施設で働く職員としての在り方や、子どもとの
接し方を定期的に見直していく必要性を感じ、施設職員としての自分を振り返る良
い機会となりました。分科会では、小規模化がもたらした新たな課題ということで、
様々な小規模施設の方々のお話を聞くことが出来ました。小規模化に関して、小規
模＝子どもの意見を尊重できるといった漠然としたイメージしか持っておらず、深
く掘り下げていくと、表面上だけでは気付かない課題が見えてくると同時に、職員
と子どもの関係づくりの難しさを改めて感じた時間でした。 平和園　太田　夏希

第６９回全国児童養護施設長研究協議会〔秋田大会〕

第30回関東ブロック児童養護施設職員研修会
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　10 月 15 日（木）～ 16 日（金）の２日間、名古屋にて開催されました。今年のシンポジウ
ムのテーマは、『地域を耕すために、専門性を生かしたアウトリーチの展開～ビジョンに
向けた具体的、先駆的な取り組み実践事例～』で、４施設の取り組みについて紹介があ
りました。一番心に残ったことは、ビジョン策定委員会副委員長でもある神奈川県の森
脇先生がおっしゃっていた、「アウトリーチの前に、インケアの充実を」という言葉や、
「“アフターケア”こそがアウトリーチではないか」という考え方でした。積極的に地域と
繋がるという姿勢を、まずは意識化することが大切なのではないかと感じました。

ＦＡＨこすもす　小林晶子

　平成２７年７月２日から３日にかけて、新潟市総合福祉会館を会場に、第５５回関東

ブロック母子生活支援施設研究協議会が『母子生活支援施設におけるソーシャルワーク

の確立にむけて』というテーマで開催された。

　基調講演では、淑徳大学総合福祉学部教授・稲垣美加子氏による『母子生活支援施設

に必要なソーシャルワークとは」というテーマでお話をいただいた。また、実践報告で

は、東京都にある婦人保護施設・慈愛寮施設長の細金和子氏をお招きし、利用対象を妊

産婦に限定した全国唯一の婦人保護施設の働きについて、お話いただいた。最後に、稲

垣氏と細金氏の対談が行われ、母親を支えることが子どもを守ることに繋がるというお

話しを聞いた。母と子の両方を支え守るためにも、ソーシャルワーカーとしての専門性

について考える研修となった。　　　　　　　　　 母子生活支援施設曽谷寮　佐藤 理恵

第59回全国母子生活支援施設研究大会

第55回関東ブロ
ック

母子生活支援施設
研究会
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　7 月 15 日～ 17 日の３日間にかけて、岩手県盛岡市の「盛岡グランドホテル」にて第 59 回全国乳児院
研修会が開催されました。
　１日目の基調報告では乳児院職員の質の向上や人材育成について、基調講演では現在の日本社会的養
護についての報告をして頂きました。
　２日目の実践報告・研究発表では、1 つ目はアメリカ合衆国で行われている児童福祉の制度や社会資
源等の説明と実践課題のお話。2 つ目は乳児院で実際に行なわれている保育の仕方である「コーナー保
育」を「巣作りプロジェクト」として施設全体での取り組みの紹介。3 つ目は、出生体重による「抱っ
こでミルクを飲むか」「大人との関わりを求めるか」の項目についての研究発表と、盛りだくさんの内
容でした。
　その後の分科会では第３分科会に参加し、関わりの難しい児について事例検討をしながらグループ討
議を行い、最終日の特別講演では、自然や虫に触れて育まれる子どもの心について、より具体的なお話
しを聞く事が出来ました。
　３日間における研修はとても濃い物となり、学んだ事も多くありました。
　乳児院の在り方や人材育成に関わる基本的な部分から、普段の現場では知る事の出来ない、海外での
児童福祉の制度や取り組み、また実際に他の乳児院で行われている保育のやり方子どもたちへの関わり
方等、広範囲に渡っての学びが得られたと感じています。
　また、グループ討議では様々な乳児院が集まり、各施設で関わりの難しい児のケースや、どういった
工夫をしながら関わっているのかを聞く事が出来ました。その話を聞いて、自分の関わり方と比較して
新たな視点に気付かされる事も多くありました。学んだ事を学んだままにせず、現場での保育の中に活
用し、自分の保育の在り方をより良い物へと繋げていきたいと思います。
　最後にこのような貴重な研修の機会を与えて下さった方々に心より感謝申し上げます。

乳児院エンジェルホーム　和田芙裕美

　平成 27 年 11 月１２日～１３日　茨城県水戸市ホテルビュー水戸において第 33 回関東ブロック乳児院
協議会職員研修会が開催されました。近年、乳児院に入所する子どもたちの状況や、家族の背景は複雑
化し、また深刻さも増している。心身ともに傷ついて入所してくる子どもたちがのびのびとした生活環
境の中で自尊心を育み、生きていくためのエネルギーを培っている大切な時期に、いつも子どもを真ん
中におき、最善の利益にかなう養育をしていくために、身体発育や疾病等の医療面、子どもの心の育ち、
乳児院における権利擁護等を学ぶことが重要で養育の質を高めることに繋がり「子どもの育ちを支える
担い手」として基礎を学ぶことを目的として開催されました。
　永田道子先生による「乳幼児の疾病」では、予防接種の大切さ、ワクチンは乳児院でできる最大の医
療的な行為であり、いかに正確に定期的に打つことが大切であるということ、定期のワクチンは接種し
ていけるが任意を接種していないということは大きな課題となっている等のお話しがありました。
　室田洋子先生による「心の根っこをつくる～心を育てる食卓～」では、食事の場面は、人との関係の
具体的な体験を重ねるという事を意味している。食事は栄養を取る為のものでもあるが、乳児にとって
は自分の存在を確認できる安心感のもとになる大事な時間になるものであるとのお話でした。馬立明美

先生による「心と身体を動かす音楽の力～子どもに寄り添うリズ
ムと音楽～」では、音楽は発達段階、状態を問わず子どもに受け
入れられるものとのお話しに続いて、手作りマラカス等で合奏し、
歌い楽しく過ごしました。
　小出太美夫先生による「乳児院における権利擁護の理解」では、
権利擁護とは、子どもの生活そのものをより快適で子どものニー
ズにそった形で生活を考えていくものというお話しがありました。
二日間を通して、食事や音楽に対する認識の再確認や新たな発見
があり楽しく受講できました。ありがとうございました。

　聖愛乳児園　安美留順子

第５９回全国乳児院研修会に参加して

第33 回関東ブロック乳児院職員研修会
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　まだ蝉の声が聞こえるほどの夏を引きずった沖縄県名護で「児童家庭支援センターから発信する役割と課題～
変遷する制度の中で～」をテーマに第 16 回研究協議会が開催されました。
　初日は厚生労働省・児童福祉専門官　鈴木里香氏からの行政説明。「子育て支援員養成研修」の内容は、地域
に人材を広く求めるという点でトピックスを紹介していただけたのは幸いでした。
　全国児童家庭支援センター協議会長　小木曽宏氏より「新たな児童家庭支援センターの役割とは」と題し協議
会としての児童家庭支援センターの役割と課題の確認を話され、私たちの向うべき方向を提言されました。
　基調講演には関西大学　人間健康学部　教授・山縣文治氏から「社会的養護の現状と児童家庭支援センターの
在り方について」その役割と課題のご示唆をいただきました。内容は大きく分けて①社会的養護の基礎知識とし
て制度と現状（データ）の振り返り②社会的養護改革の現状・課題・将来像③子ども・子育て支援制度と児家セ
ンの 3 本柱を中心に講義は展開されました。
　二日目は 10 グループに分かれて初日の研修内容を受けディスカッションを行い盛んな議論が展開されまし
た。どのグループにも沖縄の福祉関係者がメンバーに入るよう配慮されており「オキナワ」の福祉の状況を伺う
事もできたと思います。
　最後にアメリカでの資生堂海外研修報告を山根千恵氏（山口県子ども家庭支援センター海北）より報告。コロ
ラド州などでの児童福祉の取り組みを報告されました。ファミリーパーマネンシーサービスという概念（家族再
統合・要支援家庭等への包括アプローチ）は私たちも学ぶべきと思われます。
　小木曽会長のご発言の中に「児童養護施設協議会・母子生活支援施設協議会など他の児童福祉施設協議会と横
断したシンポジウムの開催を行いたい」という言葉がありました。
　実現を熱望いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野の花の家　宇田川政男

　秋の深まりを感じる今日この頃、皆様ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は千児協野球部の活動
におきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。また、千児協友田会長、各施設長をはじめ、野球部員
が大会参加する中、留守中各施設を支えて下さった職員の方々、子ども達には厚く感謝する次第であります。
　千児協野球部は、昨年度より部員数も大幅に増え、昨年同様、今年度も千葉県として 3 チームがこの大会に
参加することが出来ました。Ａチームは、抜群の選手層の中千葉県勢初の優勝を目指し、Ｂチームは、Ａチーム
にも負けず劣らないチーム力で優勝を目指し、Ｃチームは野球未経験者を中心に野球を楽しみ、勝利を目指して
頑張りました。簡単ではありますが、試合結果は次の通りです。

Ａチーム
　第１回戦　千葉Ａ対栃木Ａ（７－３）
　第２回戦　千葉Ａ対群馬Ａ（０－３）
　寸評　Ａチームが入った予選Ｂブロックは、千葉Ａ以外に栃木Ａ・群馬Ａ・神奈川Ａ

という優勝を狙うチームが、星のつぶし合いを行う死のブロックとなりました。
　　　　４チームともに１勝１敗となり、失点差で群馬Ａチームに及ばず、Ｂブロック

２位となり決勝トーナメントに進む事が出来ませんでした。
Ｂチーム
　第１回戦　千葉Ｂ対東京Ｂ（８－０）
　第２回戦　千葉Ｂ対茨城Ａ（６－ 10）
　寸評　Ｂチームが入った予選Ａブロックは、三連覇を目指す茨城Ａ・東京Ｂ・埼玉Ａ。
　　　　初戦投打がかみ合い、８－０という大差で東京Ｂに大勝し、その勢いで絶対王者の茨城Ａに挑みまし

た。序盤大量失点するも、必死に食い下がりましたが、あと一歩及ばず敗戦。予選敗退となりました。
Ｃチーム
　第１回戦　千葉Ｃ対茨城Ｂ（６－８）
　第２回戦　千葉Ｃ対東京Ａ（３―16）
  寸評　Ｃチームが入った予選Ｃブロックは、東京Ａ・茨城Ｂ・栃木Ｂの４チーム。初戦は、最終回必死の粘りを

見せるものの健闘むなしく敗戦。２回戦は、３‐16 と、東京Ａチームに大敗。力の差は歴然。しかし、
抜群のチームワーク、ベンチでの大きな声。勝負だけが野球では無い事を示してくれたと思います。

以上、簡単ではありますが大会報告とさせて頂きます。ご声援ありがとうございました。

千児協野球部　副監督　是枝　満秋

第16回全国児童家庭支援センター研究協議会　沖縄大会を終えて

第48回関東地区児童（者）福祉施設職員軟式野球埼玉大会結果について
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温かいご支援ありがとうございます

※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。

平成２７年～１０月寄付招待一覧表
№ 企　業　名 内　　　容 分　類
1 ゴールドマンサックス サッカー観戦 招待
2 千葉県文化振興財団 文化公演 招待
3 セカンドハーベストジャパン 野菜・冷凍食品 寄付
4 株式会社千葉ロッテマリーンズ 野球教室・施設訪問 招待
5 煙火協会 花火の寄付 寄付
6 （株）トータルシンク 観劇ご招待 招待
7 千葉ジェッツ バスケットボール観戦 招待
8 夢まるふぁんど 行事への寄付 寄付
9 千葉県興行生活衛生同業組合 映画招待 招待
10 千葉ネッツトヨタ千葉株式会社 イベントの招待 招待

　最近は、寒い日もちらほら出てきて、冬の香りがほのかに感じ
るようになってきたように思います。
　編集に際し、子ども達の写真を見返して、これで
もかというくらい真っ黒に日焼けした子ども達の姿
に成長を感じつつ、最近のホームの子どもの肌が白
くなっていることに、季節の移り変わりの早さを感じています。
　今年から広報に参加させていただけるので、今後の紙面充実に
協力していきます。　　　　　　　　　 子山ホーム　越川　清隆

　平成２７年１０月６日～７日、成田市立中台運動公園体育館にて行われました。
　今年度は、千葉県が主催の大会で各都道府県代表６チーム・６４名の参加となりました。
　千葉は２チーム２３名の選手で参加し、A チームは第３位、B チームは第６位の結果となりま
した。決して多いとは言えなかった練習量でしたが、来年に繋がる良い試合内容で終わることが
できたと思います。
　最後に、選手参加にあたり、ご理解頂いた各施設長の皆さま、千児協会長を始め大会を運営し
て下さった代表者部会の皆さまとご協力して下さった方々に深くお礼を申し上げます。

　　　　　　　　　　旭ヶ丘母子ホーム　　平川　　崇

第 38回関東地区児童 (者) 福祉施設
女子職員バレーボール大会

発行元：千葉県児童福祉施設協議会

発行者：会長　友田　直人

編　集：千児協　総務・広報委員会
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　去る平成 27 年 10 月 22 日本会顧問 土川峰仙先生（滝郷学園）のご母堂 育誉様がご逝去なさ
いました。
　育誉様は、昭和 25 年の滝郷学園開設当時の保育士として長年勤務され、戦後の児童福祉に深
くご尽力頂きました。ここに謹んでご冥福をお祈り致します。

訃　報


