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平成27年度「児童福祉週間」標語

− 世界には

君の輝く

今江選手

場所がある −

ゴールデンスピリット 賞 受賞

プロ野球人の社会貢献活動を表彰する報知新聞
社制定「第１７回 ゴールデンスピリット賞」が
今江敏晃野手に贈られました。受賞理由の一つ
に、長年にわたり、本協議会加盟施設への訪問や、
観戦招待が挙げられております。
ここに、今江選手の長年のご功績への敬意と共
に、厚く感謝を申し上げます。
※ 報知新聞社さまのご厚意により、受賞記念の紙面
記事を同封させて頂いております。

左側より

友田会長・今江選手・村岡副会長・西網副会長
表彰式会場にて

今江敏晃選手 滝郷学園訪問
長年にわたり、千葉県児童福祉施設協議会に対して、球技大会の寄付、野球観戦招待、ク
リスマスの施設訪問など、多大なる寄付を頂いている千葉ロッテマリーンズの今江選手が、
さる平成 27 年 12 月 18 日（金）に滝郷学園を訪問して下さりました。今年、約 10 年間にわ
たり、千葉県・福島県・群馬県など幅広く社会福祉貢献活動を行ってきた今江選手は、報知
新聞社主催のゴールデンスピリット賞を受賞されました。また、ＦＡ宣言で千葉ロッテマ
リーンズから東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍されることが決まりました。今回の滝郷
学園訪問は上記のような状況で実現しました。
子どもたちは、長年今江選手の訪問を心待ちにしていました。千葉県旭市にある施設で遠
方であることから、なかなか実現しませんでしたが、毎年のプロ野球観戦で今江選手を応援
し、ペットボトルキャップの収集にも協力を続けて来ました。今回の訪問は、子どもたちに
とっては、待ちに待った訪問となりました。今江選手も快く引き受けて下さりました。訪問
当日までに、子どもたち、職員共に楽しみにして準備を行ってきました。訪問当日は、体
育館に子どもたちが集まり、今江選手からのプレゼント贈呈、今江選手に
対する質問コーナー、今江選手にお礼として応援歌の合唱と楽しい時間を
過ごすことができました。特に質問コーナーでは、今江選手も答えられな
いような鋭い質問が年頃の女の子からあり、今江選手の奥様がピンチヒッ
ターで答えて下さるなど、大盛り上がりでした。今江選手も忙しい中、子
どもたちのサインの要望にも快く引き受けて下さりました。子どもたちに
は一生忘れることの出来ない良い思い出になったと思います。今江選手ま
た、今江選手の奥様・息子様、関係者の方々につきましては、貴重な時間
を作って下さり、本当にありがとうございました。今後も応援を続けてい
きたいと思います。
滝郷学園 久保田広明
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千児協 こ ど も 文 化 祭
平成 27 年 11 月 15 日、第 15 回千児協こども文化祭が成田山第二信徒会館で開催されました。今年は『Be
together as one

心をひとつに』というスローガンのもと、16 施設 235 名の子ども達が参加しました。

舞台発表ではダンス、ミュージックベル、合唱、縄跳び、バンドと様々な発表がされ、各施設子どもも大人も
一丸となり練習の成果を出しきっている発表ばかりでした。客席での子ども達は、他施設の堂々とした素晴らし
い発表に「上手！」
「私もあれやりたい」と心打たれている姿や、発表を
観ている時のマナーの良さがとても印象的で、実行委員だけでなく参加者
の子ども達も一緒に雰囲気の良い文化祭を作り上げてくれたと思います。
最後になりましたが、１ヵ月程の短い期間で企画・運営をした実行委員
の皆さん、お疲れ様でした。お運びくださったご来賓の方々、各施設の職
員の皆さん、ご協力くださった皆様のおかげで第 15 回千児協こども文化
祭も無事に終わることが出来ました。ありがとうございました。
粟生

美幸

マラ ソ ン 大 会
初めに第３１回マラソン大会を無事に終えることが出来ましたことに各施設・児童相談所の皆様、多くの支援団体の
方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げたいと思います。
初めて大会統括として大会に関わらせていただいて、初めて気付くことも多々あり、多くの団体との段取り、連絡調
整、下準備等する中で、本当に多くの方々に支えられて本大会は成り立っているということを実感しました。
千葉県、千葉市、千葉県社会福祉協議会、社会福祉事業共助会、スポーツセンター、次代の創造工房、アゼリーグルー
プ、その他沢山の協賛団体・個人の方々という多くの方々に御支援いただき大会は成り立っており、大会運営は千児協
主体であるものの、前記諸団体・個人の方々に対する感謝の気持ちは、千児協の一人一人が共有すべきであるとおもい
ました。
大会当日は晴天に恵まれマラソン日和となり、荒天を挟んで唯一と言って
良い絶好の晴天に、子ども達や職員の日頃の行いの良さを実感すると共に、
子ども達の笑顔がより多く見られた一日となりました。
大会を終えて、様々な不備を反省すると共に、大会に至るまでのプロセス
等、毎日が勉強の連続であり充実した日々でありました。
大会は子ども達の頑張りもあり、非常に進行はスムーズでしたが、それ
は、その裏で支えてくれている係員の方々の働きが有ればこそであり、統括
の視点から係員の方々の意欲的な動きが良く分かる大会でもありました。
とりわけ経験のある係員の方々の経験に基づく動きがあってこその大会進
行であり、大会の良い流れを作ってくれていると感じました。
反省アンケートを見ると、前向きなご意見が多く、次年度に活かせる内容
も多く、つくづくマラソン大会は千児協の皆様方の創意工夫で作り上げられ
ていると実感しました。
来年度、統括担当は変わりますが、今大会の経験を基にしたマニュアルを
作成し、来年度以降の担当者の一助になればと思っております。
大変でしたが、充実した日々でした、ありがとうございました。
野の花の家
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石田

オレンジリボン運動
平成２７年１１月２２日、千葉ロッテファン感謝デーが開催されたＱＶＣマリンフィールドでオレンジリボン運
動を行いました。今年は９施設（旭ヶ丘母子ホーム・夏見母子ホーム・児家センこうのだい・ほうゆうベビーホー
ム・望みの門方舟乳児園・ほうゆうキッズホーム・野の花の家・滝郷学園・ひかりの子学園）１４名（うち高校生
３名）が当日スタッフとして協力していただきました。
毎年１１月が児童虐待防止推進月間となっています。千児協としても虐待防止の呼びかけとして、オレンジリボ
ン・リーフレット（フィリップモリス社様からの寄付）を来場された方に配布しました。今回は、バルーンアート
を一緒に行ったこともあり、来場された子どももオレンジリボンと共に喜んで受け取ってくれました。
アフェアネス・リボン運動として、世の中にそれぞれ意味を持った色のリボンを身につけたりしている方もい
らっしゃいます。しかし、オレンジリボンが「児童虐待防止」の意味を持つことを知っている方もいれば、全く知
らずに興味関心を示して下さる方もいらっしゃいました。日々の努力や積み重ねで地域社会の方々に理解をしても
らう、大きな意味を持っていくのだと改めて実感
しました。
ひかりの子学園

村岡良子

私は、今回初めてオレンジリボン運動に参加し
ました。リボンを配布する時には、快くリボンを
受け取ってくれたり、その場でリボンをつけてく
れる人がいて、うれしかったです。虐待防止につ
いて知らない人もいました。今後もオレンジリボ
ン運動を行い、虐待防止についてもっと知っても
らいたいと思います。
ひかりの子学園

高校生

S・H

トヨタガズーレーシング招待
昨年１１月２２日、ホームの子ども達とともに招待して頂きました。他の施設も参加する中、子山ホームからは
小中高あわせて２０人以上という大勢で参加させて頂きました。
朝は４時過ぎに出発と子どもも大人もまだ眠い時間でしたがみんなそわそわ、ガズーレーシングを楽しみにして
いるのが空気だけでも分かりました。
会場についてからもテンションは冷めることなく、スーパーカーが走るイベントブース、展示ブースや体験ブー
スも見に行ってとても盛り上がっていました。展示ブースでは様々な趣向を凝らした車や、最新のエンジンなど、
素人目には少し分からないことも多くありましたが、ガンダムのシャアをモチーフに作られた車には自分自身が興
奮してしまいました。他にもお菓子の車をイメージして作られていたり、パトカーなどもあったりと、目を惹かれ
るものが多くあったことを覚えています。
体験ブースでは子ども達と一緒に仕事の裏側を見させて頂きました。レース中の事故にいち早く対応するために
多くのモニター画面と人が待機しているモニタールームや表彰台の裏など、普段では見られない場所に盛り上がる
子もいれば、去年も参加した子どもたちはこれ知ってる！！など口々に去年の思い出を話してくれたりと、とても
微笑ましかった思い出です。
イベントブースは想像以上のものでした。一台一台から聞こえるエンジンの音、巻き上がる白煙、華麗にきめら
れる運転技術、そのどれもが刺激的で新鮮なものであり、子ども以上に興奮したことを覚えています。
ただ、今でも鮮明に思い出せるのは、子ども達と一緒に見たり、聞いたり、体験したりしたことでより思い出深
くなったからだと思います。行くまで子ども達が楽しんでくれるかなんて心配もありましたが、楽しんでる子ども
たちの姿を見て来てよかったなと思えた一日でした。
子山ホーム指導員

佐藤

和好
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富士ゼロックススーパーカップ２０１６
Ｊ１王者サンフレッチェ広島ＶＳ天皇杯覇者ガ
ンバ大阪という好カードの試合が観戦できるとい
うことで、多くの子ども達が参加しました。当日
は荒天の中での試合でしたが、間近でプレーして
いる有名（日本代表）選手の姿を見て、興奮気味
で楽しそうに観戦していました。子ども達から来
年度も参加したいという要望もたくさんありまし
たので、来年度も是非参加させてください。貴重
な体験をさせて頂きありがとうございました。
房総双葉学園 髙橋 聖貴

ゴールドマンサックス サッカー観戦招待
サッカー観戦の招待状を頂き、男子小学生４名、職員１名の計５名で観戦を
しに日立柏サッカー場へ向かいました。
柏駅で降りると、レイソルサポーターの黄色いユニホームが多く目につき、
子どもたちも「同じ所行くのかな」「いっぱい黄色いユニホーム見るね」など、
会場に入る前から気分が高揚していました。会場付近になるとレイソルサポー
ターの黄色一色といった感じで、子どもたちも「黄色着てくれば良かった」「レ
イソルのタオルしかないや」など、形から応援したい姿勢を見せていました。
会場に入ると、席は前の方で「すごく近いじゃん」「良い席だね」と満足気な
様子。試合が始まるとサポーターの応援にも熱が入り、子どもたちも雰囲気に
のまれないよう応援していました。近くにいたサポーターが少し熱が入り過ぎ
て暴言を吐いているのを見て「何で悪口言うの。自分がやってみたら絶対でき
ないのに」「うるさいな。もっと応援してあげればいいのに」など選手を気遣う言葉を漏らしていました。試合
は０対０の引き分けに終わり、勝敗が付かないことに少し不満があるかと思いましたが、帰路では不満を漏らす
ことなく「おしかったね」「次は勝てるといいね」など前向きな発言が多かったです。
実際に生で試合を観戦できたことで、子どもたちもとても満足していました。
晴香園 會川壮司

千葉ジェッツ観戦招待
１月１３日（土） 千葉ポートアリーナで行われた、対 東芝ブレーブス戦に招待し
ていただき、バスケ部所属の高校生と行ってきました。観戦席は１階席で、コートの
すぐ近く。そこから、身長２メートル近い選手達が、音をたて激しく身体を当てなが
らプレイしたかと思いきや、１６０センチ台の身長の選手が鮮やかにシュートを決め
たり、とプロの迫力あるプレイと華麗なテクニックを至近距離で見て、大興奮しまし
た。試合後には、お気に入りの富樫選手と握手もさせていただき、終始興奮のままホー
ムへ帰寮。そして翌日、彼は ･･･ 自分のお小遣いで再び千葉ポートアリーナへ観戦に
向かいました。
旭ヶ丘母子ホーム 平川 崇
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女優 中井貴惠さんによる
「大人と子どものための読み聞かせ」
テレビ朝日文化事業団様にご招待していただき、女優 中井貴惠さんと仲間たちによる「大人と子どものための読み聞
かせ」に参加しました。
会場に行くまで、「おおきなかぶに出てくる動物はなんだろう。」「うんとこしょ、どっこいしょって言うんだよね。」
などと話しながら、子ども達はわくわくした気持ちで行き、会場に着くと
早くはじまらないかなと待ちきれない様子でした。
ステージの上にはパネルシアターに野菜の種をまき、水をあげ、太陽が
出てくると芽が出て大きくなり花が咲いて、きゅうりやにんじん、じゃが
いもなど沢山の野菜が収穫出来ました。それからピアノで表現した大き
なかぶに登場する動物たちの鳴き声を聞き、かぶを引き抜く時に大事なか
け声の「うんとこしょ、どっこいしょ」を皆で大きな声でかぶが抜けるよ
うに何回も練習し、おおきなかぶのお話にどんどん引き込まれていきまし
た。次第に会場が暗くなりピアノの演奏でお話が始まっていきました。種
をまいた野菜を収穫していき、大きなかぶを抜こうとおじいさんとおばあ
さんが頑張りますが抜けないので、１頭の牛を呼んで「うんとこしょ、
どっこいしょ」と引っ張るが抜けず、２匹のブタ、３匹のガチョウとどん
どん増えていくと同時に皆のかけ声もどんどん大きくなっていました。最
後にねずみが加わり、かぶを抜く時の「うんとこしょ、どっこいしょ」は
一番大きな声だったのではないかと思います。
わくわくした気持ちで行ったのが、帰りは「うんとこしょ、どっこい
しょ」とかぶを抜くかけ声やお話の中で出てきたシチューを思い出し「今
日はシチューが食べたい」など、楽しくお話しながら帰りました。
子どもだけでなく大人も物語に引き込まれる、楽しくて素敵な読み聞か
せの会を開催して頂きありがとうございました。
国府台母子ホーム 山下 紘果

千葉県共同募金会
「児童養護施設等卒園者への就職・進学祝金」贈呈式
３月８日、千葉県共同募金会さまより、県内の児童養護施設等を
卒園する子ども達への就職・進学祝金の贈呈式が行われました。
以下、千葉県共同募金会 常務理事 松本秀夫さまのご挨拶を掲載
させて頂きます。
このたび皆さんが、めでたく卒園され、就職あるいは進学されま
すことを、心からお祝い申し上げます。
共同募金会では、皆さんの卒業をお祝いし、門出をお祝いするた
め、ささやかではありますが、お祝い金をお贈りいたします。
このお祝い金は、赤い羽根共同募金に寄せられた善意の賜物であ
り、使いみちが選べるテーマ型の「使途選択募金」として、全面的
なご協力をいただきながら募金活動を行ってきたものです。
赤い羽根共同募金は、昭和 22 年に開始されてから、今年で丁度 70 回を迎えます。最近は、「地域からの孤立防止」
を最重要課題に掲げ、障害者や高齢者はもちろん、引きこもり、子育てママなど、地域社会から孤立しがちな人々を、
地域で支えあう取り組みに対して幅広く支援しています。併せて、地震災害等の支援も積極的に行っています。
これからの人生が、どのようなものになるのか、期待と不安の入り混じった時期だと思います。人生に後戻りはでき
ません。目標や希望をもって歩んでこそ、輝く未来が拓かれると確信しています。ただ一方では、昔から人生プラスマ
イナスゼロといわれるように、いい時もあれば悪い時もある。ですから、その時つらくても、その先には明るい未来が
あると信じることも、また、時には肩の力を抜いて生きることも必要な時がきっと来ると思います。それを乗り切るに
は、例えば、「開けない夜はない」とか、「冬来たりなば春遠からじ」とか、「人間万事塞翁が馬」とか、何でもいいので、
そうしたときに思い出せるような、自分の好きなフレーズを「座右の銘」としておくのも、一案ではないでしょうか。
皆さんには、新たな道に進まれても、赤い羽根募金を忘れずに、そのサポーターになっていただければ幸いです。ご
卒業おめでとうございます。
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第 2 回千葉県児童家庭支援センター大会開催
私たち児童家庭支援センター（以下、児家セン）部会は、去る平成 28 年
2 月 5 日千葉市生涯学習センターホールにて、「精神疾患を持つ保護者を抱
える家庭の支援」をテーマに第２回千葉県児童セン大会を開催しました。
前半の基調講演は、絵本作成やネットを通した様々なコンテンツの配信、
講演会活動などを通して、保護者が精神疾患を抱える“子ども”を支援する、
精神科医師と看護師のユニット「ぷるすあるは」さんのお話をお聞きまし
ました。疾患の治療の陰で忘れられがちな、子どもの気持ちを支えるとい
う視点への気づきを得ることができました。また、後半はパネルディスカッ
ションを企画し、市町村、児童相談所、よりそいホットライン（電話相談）、
児家センそれぞれから現場最前線の状況を発表して頂き、様々な機関が家庭の困難に関心を持っていることや、それ
らが有機的につながることの大切さを確認することができました。参加者は約 140 名。北は柏から南は館山まで県内
全域から、また、行政、教育、福祉、学生など幅広い分野からの参加があり、大きな成果をあげることが出来たと思
います。
児家センは社会的養護の側から地域の児童虐待を「防ぎ」、そして子ども達の地域生活を「支える」ための機関で
す。私たち児家セン部会は、この事業の有効性を証明し、児家センが地域の子どもを支えるネットワークに確実に位
置づけられること、そして、県内全域にそのセーフティネットを張り巡らせていくことを目指しています。予防策に
実効性を持たせるためには“点”を“面”にしていく必要があるからです。
私たちは社会的養護の世界に次々と傷ついた子ども達が送り込まれてくるのをただ黙って見ていられないのです。
もっともっと地域のことを考え、手を差し伸べるべきなのです。家庭から離れて暮らす子どもたちの気持ちに一番近
い所にいる私たちだからこそ、やるべきなのです。
みなさんもぜひ「地域の家庭を支える」という視点を持つようにしてくださいね！
千児協児童家庭支援センター部会長
子山こども家庭支援センター センター長 柴田敬道

平成２７年度児童相談所等関係機関職員研修に参加して
私は児童養護施設職員としてこの研修に参加させていただきました。児童相談所関係者の方や他施設の方々と討議
し、様々な考え方や事例を聞く事ができ、とても貴重な機会であったと感じています。
今回の研修の流れは、午前に「ワ―ズ＆ピクチャーズ」（以下 W ＆ P）について渡邉直氏に御講演を頂きました。
午後に、２つの事例を通じ更に「W ＆ P」に関しての理解を深め、後、グループ討議にて様々な視点からの意見交
換を行う事が出来ました。私のグループはとても幸運な事に渡邉先生が討議の輪に入ってくださり、直接疑問点に対
し質問する事が出来、さらに理解を深めることが出来ました。「W ＆ P」という手法を全く知らなかった私にとって、
全ての時間が新たな発見の時間でありました。
「W ＆ P」は子どもの知る権利にこたえるという事が大きなベースとしてあります。そのベースを聞いた際、「ラ
イフストーリーワーク」( 以下 LSW) との違いはどこにあるのか ? という疑問が浮かびました。しかし、会が進んで
いく中で「LSW」は支援者が主導となり作成していくもの、「W ＆ S」は主導となるのは親であるという大きな違
いを理解することが出来ました。この違いは大きなポイントであると考えます。児童養護施設に入所している子のほ
とんどに親がいるという現状があるからです。現在に非常に合っている、ニーズのある手法であると感じました。
児相養護施設における家庭支援目的として、親子関係の再構築が図られる事とあります。その目的に応じて考えて
いくと、子どもが自身の成育歴を振り返り疑問が出てきた際、親が中心となり応えていく事はとても意味ある事だと
思います。
ただ、難しい手法であると感じた側面もあります。人と人との関係性が非常に重視される手法であるという面で
す。親から嘘偽りのない想いを聞き、そして子どもに共に伝えていく。親との共同作業になります。例えばスタート
が上手くいっても、施設職員、又、児相担当者にも人事の異動があります。CW や TH、職員が個のつながりでなく、
機関同士の大きな連携、意思統一がなければ、引き継ぎも難しくなり、1 歩進んでいたものが後退してしまうリスク
も考えられる手法であると感じました。ただ、この手法を行う事で各関係機関、施設、親で該当家庭の最終ビジョン
が明確になり、連携がしやすくなるとも考えられます。
この手法を関係機関全体が大切に捉え、連携を図り、何よりも子どもの心を主役に行っていく事が出来たら、親も
関係機関と同じ方向を向いてくれる事に繋がっていくのではないかと思います。そして、一つのビジョンに向け全体
で進んでいくという理想形に近付けるのではないかと感じました。その為にも、こういった児相と施設が共に情報を
共有でき、討議できる研修はとても貴重な機会であると改めて感じました。今後また機会がありましたら、ぜひ参加
したいです。参加させて頂きありがとうございました。
ほうゆうキッズホーム 松本暁子
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児童養護施設 未来塾
本協議会に加盟する児童養護施設への就職サポートを目的に、昨年より『未来塾』が開設されております。8 回に
およぶ第 1 期が終了し、セカンドシーズン第 5 回が開催されました。（3 月末現在）詳細については、SNS サイト
「FACEBOOK」より『千葉県 児童養護施設』（https://www.facebook.com/chiba.miraijyuku/?fref=ts）と検索し、ご
覧下さい。
今回は、塾生から児童養護施設に就職した方々のコメントをお伝えします。
私は、大学の授業で児童養護施設へ興味を持ち始めました。そこで未来塾に参加をし、現場での貴重なお話を聞
いたり、実習やボランティアの経験を通して、児童養護施設に就職することを決めました。現在はまだ、子どもに
とってどのような存在であれば良いのか、はっきりとはわかりません。しかし、子どもと向き合い、共に過ごして
いく中で模索していきたいです。そして子どもに少しでも安心を与えられるよう、笑顔を大切に頑張っていきたい
です。
T・Y
未来塾では児童養護施設とはどんな所かはもちろん、現場の職員の方から今現在の声を聞くことができました。
職員の方の話は特にリアルタイムの出来事なので就職に向けて自分が準備すべきこと、学んでおくべきことがより
明確にわかりました。またディスカッションをする時間も多く学生同士の不安やその不安に対する的確な答えが頂
けたのも大きな学びでした。見学会もあり、実際に施設の中を見ることが出来たことも就職先を考えていく上でと
ても貴重な時間になりました。未来塾に 1 年間通い今の施設これからの施設を考えていくことができました。未来
塾に参加し、夢から将来の職としてより強い気持ちを持つようになりこうして県内の児童養護施設に就職すること
ができました。
未来塾で培った全てのことを糧に、そして自分の思う職員の在り方など真をしっかりともち、ぶれない気持ちで
仕事をしていきたいと思います。また多くの学生が私と同じように現場の職員の声を聞けるようにお世話になった
未来塾にできる限り関わっていけたらいいなと思います。
R.S

「若人自立支援機構第６回シンポジウム」
協同組合千葉県若人自立支援機構は、平成 28 年 2 月 9 日に第 6 回シンポジウム「自分に適した仕事を探せ ! Ⅱ」を千
葉大学をお借りして開催しました。今回は 11 施設から 41 名の児童、22 名の職員、その他関係者を含め総勢 83 名の参加
となりました。
第 1 部「卒園後の生活について」では、日産自動車の池原君（房総双葉学園卒）、日鉄住金物流の宮里君（野の花の
家卒）、生実学校教員の川瀬君（一宮学園卒）からの体験発表があり、次にあすなろサポートステーションの福本氏か
ら、卒園生の支援の経験を踏まえてのお話、特に自立に向けて大切なこと
は「困った時に人を頼れること」のメッセージをもらいました。卒園後の
実際の話を聞くことは児童にも職員にも貴重な体験になったとの声があり
ました。
第 2 部はかずさの里の戸波施設長から「卒園後の経済生活」についての
講義です。具体的な数字を上げての話で、これも大変好評でした。
第 3 部は「企業説明と会社コーナー訪問」です。鉄鋼 ･ 運送業、IT 企業、
建設業、日本料理店、美容院の方から各社の説明があった後、会社コーナー
と進学相談コーナーを設置しました。子どもたちが自分の名刺を持ち、各
コーナーを訪問し仕事の内容を聞いたり相談をしたりしました。積極的に
何社も訪問する子どもや、尻込みしてしまう子どもなど様々でしたが、普
段では見られない子どもの姿や考えを知り、感動している職員もいました。
また、企業の皆様からは「大変貴重な経験をさせてもらった。今後も協力
したい。」と言われました。
アンケートによると、全体的に「大変役にたった」52％、「役にたった」
46％と好評でした。特に児童では、会社説明と会社コーナー訪問の評価が
高く、児童が実際の仕事について直接企業の人から聞くことに大変興味が
あることが分かりました。アンケート結果を踏まえ、次回はさらに充実し
たシンポジウムを企画し、皆様の参加をお待ちしたいと考えています。
協同組合千葉県若人自立支援機構
専務理事 水鳥川洋子

7

南総サッカー大会
滝郷学園の今年のサッカー練習はまだ夏の暑さの残る１０月から始まりました。
子どもたちの「サッカー練習やらないの？」という誘いの言葉は、その後の筋肉痛の事を考えるとどうしても躊躇し
てしまう事もありましたが、とても嬉しい言葉の一つでした。
今年の南総サッカー大会は直前まで天気が不安でした。
子どもたちが楽しみにしているイベントだったので、何とか参加させてあげたい、思い出として残してあげたいと
いう気持ちでした。
前日の天気は生憎の雨模様でしたが、当日は雨も上がり、滝郷学園を早朝５時３０分
に出発でき、とてもホッとした事を覚えています。
試合になると、子どもたちは緊張している様子でした。
いつものサッカー練習ではニコニコしながらのびのびとプレーしていましたが、勝ち
たい、良いプレーがしたいという気持ちが強く、どこかいつもと違う表情でのプレーだっ
た様に見えました。でもそれだけ一生懸命になって一つのボールを追いかけ、泥だらけ
になりながら無我夢中でプレーする姿はとても印象的で、感動的な姿でした。
そして南総サッカー大会は大人と子どもが一緒にチームを組める、職員にとっても貴
重な経験が出来る場です。一緒にプレーした職員は、子どもたちと一緒に泥だらけにな
りながら、一生懸命に声を出しながらチームの勝利の為にプレーしました。子どもと職
員が一つになれた瞬間だと感じています。
滝郷学園の結果は、小学生が準優勝というとても嬉しい結果を出す事が出来ました。
子どもたちは自信を持てた様で、来年も頑張ろうという言葉が早くも聞かれました。
中高生は８位と、決して満足の出来る順位ではありませんでしたが、小学生、中高生
ともに結果以上に子どもたちと過ごした時間を大切に感じられました。
最後になってしまいましたが、子どもと職員が一つになれる貴重な場面を設定し運営
して下さった大会関係者の皆さま、この場を借りてお礼申し上げます。
これでしばらくは筋肉痛ともお別れですが、また来年に子どもたちと一緒に参加出来
る事を楽しみにしています。本当にありがとうございました。
滝郷学園 石坂彰浩

温かいご支援ありがとうございます
平成２７年度１１月～ 3 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

㈱Ｊリーグ

サッカー観戦

招

待

5

テレビ朝日福祉文化事業団

読み聞かせ

招

待

6

千葉ジェッツ

バスケットボール観戦

招

待

7

千葉ロッテマリーンズ

野球観戦

招

待

8

㈱龍角散

服薬用のゼリー

寄

付

9

理容ボランティア ワンステップ

ヘアードライヤー

寄

付

千葉ロッテ

ゴールデングローブ賞賞金

寄

付

10

今江 敏晃

選手

※ 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。
総務広報委員会に参加させていただいて２年、年間の流れを委
員として体験する中で、本委員会の千児協における位置づけの重

発行者：会長

要さを痛感しています。それでも、委員の先生方は明るく、委員

編

会の雰囲気もとても和やかです。難しいこと、大変なことをこな

事務局：旭ヶ丘母子ホーム

していく場だからこそ、メンバーの明るい笑顔が大切だと改めて
感じる今日この頃です。
ＦＡＨこすもす 小林晶子
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