
・・・ 謹んで新年のお慶びを申し上げます・・・
園長　　西　川　　　信　

新年明けましておめでとうございます。旧年はみ

な様方におかれましてはひとかたならぬお世話にな

り、心よりお礼申し上げます

昨年11月４日のホルトまつりには、本当に沢山の

方々にご参加頂き、キンダーホルトが多くの地域や

関係者の方々に支えられていることのありがたさを

改めて実感致しました。ブース出展頂いている多く

の皆様に加え、ご夫婦で素敵なバイオリン演奏をし

てくださったYさん、人気で行列のできた似顔絵の

Mさんなど、初めてのプログラムもあり一段と充実

したお祭りとなりました。

12月８日は少し早いクリスマス会が名古屋観光ホ

テル様のご厚意で開催されました。サンタさんは遥

かフィンランドから来日された「本物の」サンタさ

ん。しかも、20年前にホルトに来てくださった同じ

サンタさんでした。当時を知るものとして大変感慨

深いものがありました。子どもたちも嬉しそうに

抱っこしてもらったり、一緒に写真を撮ったりして、

最後はフィンランド語で「ありがとう」を意味する

「キートス」という言葉を教えて頂きお別れしまし

た。とても温かい会となり感謝です。翌日の中日新

聞県内版にその様子が紹介されています。

現在「新しい社会的養育ビジョン」を踏まえ平成

31年度末までに県が推進計画を作成することとなり

施設ごとのヒアリングが今進められています。新し

い社会的養育ビジョンは現在の社会的養護の現状を

十分踏まえられずに策定に至ったことや、極端な数

値目標が示されているなど課題も多く「子どもの最

善の利益」や「権利擁護」を損なう様々なリスクが

懸念されます。キンダーホルトとしてはそうした状
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児童養護施設　名古屋文化キンダーホルト　機関紙

　栄養士の役割は、健康な体と心を得る為にバラン
スのとれた食事を作ること。そこに子どもの声を反
映させること。とはいえ、子ども達の食事に関する
希望を聞いても、すぐには食卓には並べられない。
毎日数十食の食事を作る為には、買い物に行くので
はなく業者さんに納品してもらいます。その発注は
１週間前、今日聞いた○○食べたいを叶えてあげら
れるのは、１週間後です。その頃には子どもは「え？
食べたいって言ったっけ？」。と忘れている様子。そ
れでも献立に子どもの声を入れていきたいと思って
います。食べたことがない食べ物を知り、子ども自
身が何を好きで何が苦手なのを感じること。また、
苦手なものが食卓に並んだ時に、どのような方法を
とるか？絶対残してはいけないと苦しくなるのではな
く、先に減らしてもらうなど対処方法を学ぶのに、
食事は良い機会である為子どもの
心と体の成長には大切な役割を
担っていると思います。

栄養士　佐久間　久美子

児童養護施設における
栄養士としての役割

６回シリーズで連載しています、今回は栄養士

の紹介をします。

Winter

況を踏まえて「変えてはいけないことは変えない」、

「変えていくべきことは勇気をもって変えていく」

という姿勢を貫いて参りたいと考えております。ど

うぞ本年もよろしくお願いいたします。



特集
３回目の今回は里親ボランティアとして関わって下さっています

旧職員の稲葉さんに書いて頂きました。

「里親ボランティアとしての関わり」
　私は以前キンダーホルト職員でした。幼児グループを担当していた頃、２歳で入所してきたSくんと出会いま
した。
　当時のSくんは白くて細くてまだ赤ちゃんのような子でした。
　私はSくんの担当職員となりました。
　Sくんは事情がありお家に帰省することができなかった為、夏休みやお正月に私の家族と過ごす里親ボラン
ティアをしていました。家族とはすぐ馴染んで、お父さんとお風呂に入ったり弟と犬の散歩をしたりして過ごし
ていました。
　そしてSくんが年中の時、私の退職が決まりSくんに次に担当となる職員を伝えました。Sくんの反応は「へー、
そうなのー。わかった〇〇ちゃんねー！」というあっさりした反応。
　寂しいと感じないの？今はよく分からないのかな？Sくんと上手く関係が築けてなかったのかと思うこともあ
りましまた。
　よく考えてみるとSくんはまだ年中ですが、これまで何度人との別れを経験してきたのだろうか。両親と離れ
て、乳児院からホルトに移って。Sくんは人と離れることに慣れきているかも。こんなことに慣れる必要がある
のか？Sくんには人と長期にわたって関係を築く経験が必要なのではないかと思い、これが私が退職してから
も里親を継続したいと思うきっかけでした。
　私の家族にも相談しました。家族もSくんを迎え、私が仕事などでいない時でもSくんが楽しく過ごせる環
境を作ってあげられればより長く里親を続けることができるのではないかと協力してくれました。
　そして、退職してからは職員の時よりもゆっくり過ごす時間ができ久々に会うSくんの成長をより感じられる
ようになりました。今小学校４年になったSくん。遊び方も変わり、Sくんが来た時に何をして遊ぼうと模索し
ている家族も楽しそうです。
　Sくんも自分の生い立ちを振り返る時期となり「僕は小さい頃どんな子だった？」と幼児の頃の話を聞いてく
ることがありました。幼児の時の様子を伝えられた時、里親を続けて良かったなと思いました。
実際に里親ボランティアをしてみて感じる事は、Sくんに家庭を体験させるだけでなく、Sくんが安心して頼ら
れる存在の一つになれたらなと思っています。

旧キンダーホルト職員　稲葉　葵



　11月25日に豊明市文化会館の会場で第
40回音楽の集いが開催され、今年はキンダー
ホルトも演者として参加をしました。特別ゲ
ストに、森口博子さんをお招きして、トーク
ショーとミニライブもありました。

●

行
事
の
ご
案
内
●

　今年度も卒園生の集いを行いま
す。ご家族皆様でお越し下さい。
また、退職職員のご参加もお待ち
しております。尚、アルコール類
の持ち込みは禁止とさせて頂きま
す。ご了承下さい。

日時：2019年１月13日(日)
　　　12：00 ～ 15：00
場所：中根原集会場　　　　 

「卒園生の集い」
の

お知らせ
　今年のホルト

まつりは残念な

がら雨天での開

催となりました

が、毎年のこと

ながら本当にた

くさんの来場者

に恵まれ、事故

もなく無事に終

えることが出来ました。ホルトまつりを経て、地域の方やお友達、ま

たボランティアの方々といったたくさんの人々に支えられてキンダーホ

ルトが成り立っていると改めて実感させてもらう機会となりました。

（児童指導員　河野　遼）

報 告事行

　キンダーホルトの演目は和太鼓とよさこいで、9月の終わり頃からそれぞ
れ分かれて練習を始めました。
　和太鼓の曲目は「海のお囃子」です。私が演技担当になり3回目の音楽
の集いですが、一番難易度は高かったように思います。慣れない和太鼓の
横打ちに子どもたちは苦労をし、本番直前の舞台裏まで不安そうな顔をして
いる子どももいましたが、しっかりと本番を迎えることが出来ました。人数も
小中高生大人を合わせて総勢15名となかなかの大所帯で演奏しました。今
年の出演で和太鼓に少しは興味を示した子どももいる為、次回の参加に向
けて太鼓熱を絶やさないように、過ごしていきたいと思える年になりました。

（児童指導員　伊藤成宏）

　よさこいの曲目は「一天濤快」です。今回初めての取り組みとして棒
を振るパートを作りました。やりたいと声をあげてくれた子ども達と一か
ら練習を始めました。初めはなかなかうまく回せず苦労しましたが毎日の
練習でかっこよく回せるようになりました。
　踊りも複雑なステップや掛け声をみんなで揃えるのが難しかったです
が、本番はばっちり踊ることが出来ました。すでに次回の参加を楽しみ
にしている子どもの姿もあるので私自身も次回が楽しみです。

（保育士　石原沙姫）

音楽の集い

【 今年の音楽の集いを振り返って 】

「 ホルトまつりを終えて 」

書籍紹介「カサンドラ症候群」  岡田尊司著（角川新書）
　今回の書籍紹介は「カサンドラ症候群」。なかなか身につまされる内容でした。身近で大切な人がアスペルガーや回避
性愛着障害だったときにパートナーが体験する「相手にも周りの人たちにもその辛さを理解されない」ことから様々な心
身不調をきたすというもので、近年その症状を示す人が増えているようです。尚、「カサンドラ」の名はギリシャ神話に出
てくる王女の名。『愛するアポロンより未来を予知する力を授かるも、その力でアポロンに捨てられる未来を予知しアポロ
ンの愛を拒絶します。アポロンからは「カサンドラの予言は誰も信じない」という呪いをかけられてしまう』という話に
由来します。             （西川）

コラム



ご寄付・ご寄贈・ご招待ありがとうございます

 ８月

㈱日立製作所親切会中部支部（中区）／洗濯洗剤
匿名／ジュース・梨
中神（尾張旭市）／すし酢
中嶋洋（中村区）／お米
中村廣文（北区）／菓子
㈱名古屋食糧（中村区）／お米
大橋新聞店（長久手市）／サッカー観戦招待
匿名／お米、菓子等
門司一徹（東京都）／暑中見舞いカード
高見沢忠・幸恵（長野県）／とうもろこし等
愛知トヨタ自動車㈱（昭和区）／サッカー観戦招待
㈱ＴＲＹ＆ＴＲＵＳＴ（中川区）／野球観戦招待
鈴木（長久手市）／すいか、ぶどう
喜婦嶽自治会（長久手市）／花火、おもちゃ
河井道子（熱田区）／給食袋、手提げ袋
西川道子（守山区）／ぶどう
名古屋グランパス玉田圭司選手（豊田市）／

サッカー観戦招待
㈱ウィーアップコーポレーション（一宮市）／

フットサル観戦招待
愛知淑徳大学ウインドオーケストラ（長久手市）／

コンサート招待
松永尚忠（春日井市）／ボーリング招待
特定非営利活動法人夢シート（中村区）／

MGT感謝祭招待
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン

 ９月

澤口和訓（長久手市）／野菜等
長久手夏フェス実行委員会（長久手市）／夏フェス招待
長久手青少年音楽家育成協議会（長久手市）／

コンサート招待
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ(株)（中区）／キレートレモン

㈱遊都レインボー東山店（豊田市）／菓子
㈱名古屋食糧（中村区）／お米
代口愛香（天白区）／お茶セット
㈶リプレット基金事業財団（東京都）／自転車
い志かわ長久手店（長久手市）／食パン
匿名／梨
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
㈱チュチュアンナ（大阪府）／靴下
匿名／みかん
後藤美津代（瀬戸市）／お米
山中文人（小牧市）／電動草刈り機
中部善意銀行（中区）／文房具
NPO法人こどもハートクラブ（一宮市）／防災パン、雑貨等
吉田智子（長久手市）／衣類等
三菱地所㈱中部支店（中村区）／カロリーメイト

 10月

青山咲子（長久手市）／お米
マックスバリュ長久手店黄色いレシート

キャンペーン（長久手市）／お菓子
明治乳業高針支店（名東区）／アンパンマンジュース
山田丕史（長久手市）／柿
㈱遊都レインボー東山店（豊田市）／菓子
中神（尾張旭市）／味噌、ドレッシング等
㈱名古屋食糧（中村区）／お米
服部国子（長久手市）／お米
坂井田美穂／レトルト食品
武藤良雄（一宮市）／柿、野菜等
高城力也（名東区）／文房具、梅干し
スーパーマーケットタチヤ旭前店（尾張旭市）／りんご
あんず美容院（長久手市）／漫画
吉田孝代（長久手市）／お米
匿名／柿
愛知トヨタ自動車㈱（中村区）／サッカー観戦招待
富士見商会（長久手市）／文房具
等々力萌望／DVD

峯崎友香里（天白区）／馬の学校招待
戸田宜寛（長久手市）／お米
渡辺美代子・法子（弥富市）／菓子
服部純（新潟県）／お米
丸大産業(株)（中村区）／月刊グラン

 11月

川瀬雅博・益子（岐阜県）／柿、さつまいも
後藤美津代（瀬戸市）／お米
高比良誠（長久手市）／玄米
小野裕司（中区）／ジュース
伊藤真知子（長久手市）／さつまいも
中部善意銀行（中区）／

ユニバーサルスタジオジャパン招待
平松弘子（長久手市）／缶詰
愛知信用農業協同組合連合会（中区）／柿、お米
㈱名古屋食糧（中村区）／お米
匿名／りんご
山本芳史/うなぎ
山田丕史（長久手市）／お米
加古リラ（みよし市）／お米、缶詰
マクニール五月（長久手市）／ランドセル
全国シャンメリー協同組合（東京都）／シャンメリー
村瀬貞律・満菜美（名東区）／衣類
愛知県民文化部社会活動推進課／

「あいち子ども・若者への応援メッセージ集」
匿名／お米、りんご等
代口愛香（天白区）／お菓子
㈱さんわコーポレーション（大治町）／鶏肉
飯田由彦（長久手市）／柿
中日新聞社会事業団（中区）／

シルク・ドゥ・ソレイユ　キュリオス招待
匿名／図書カード・クオカード
㈱遊都レインボー東山店（豊田市）／菓子

皆様の暖かいご支援をお願いします。ご寄贈品は、子どもたちの生活を豊かにするための生活支援に使わせていただきます。

　いつも多くの方より「キンダーホルトをささえる会」へご支援賜り、ありがとうございます。

　平成30年８月から11月までに、「ささえる会」へのご入金・品物のご寄贈・イベントなどへご招待くださいました方々

をご紹介するとともに、この場をお借りしてお礼を申し上げます。（順不同・敬称略）

「ささえる会」
へのご入金

宮澤和俊

五輪秀朗

玉田直子

高比良誠

廣瀬規代志

鈴木宏昌

鈴木

㈱ヤマブキ

渡辺美代子・法子

㈲テック

猿投山の鬼

愛知中央ライオンズクラブ

川瀬雅博

浦澤礼子

ヒールザワールド名古屋

エムジェイ㈱

匿名　1名

●寄贈・招待

｢キンダーホルトをささえる会｣として子どもたちへのきめ細やかな個別的援助や環境の整備、里親との連携･支援などを
目的として会員の募集を行っております。本会の主旨にご理解を頂きご協力賜りますよう心よりお願いいたします。

キンダーホルトをささえる会　会員募集

※「ささえる会」へのご寄付は所得税法の寄付金控除の
　対象となります。

郵便振込
00800-8-100677　｢児童養護施設名古屋文化
　　　　キンダーホルトをささえる会｣代表　加藤直樹

｢キンダーホルトをささえる会｣事務局
〒480－1103　愛知県長久手市岩作琵琶ヶ池50番地1
　　　　　　　名古屋文化キンダーホルト内
電　話　0561-62-4728　FAX　0561-62-4736
E-mail　kinder@coast.ocn.ne.jp
H　P　http://www.kpweb.jp/kinder/


