
・・・ 新年度を迎えて ・・・

日々夏の気配を感じる季節となりました。ほると
ニュースがお手元に届く頃には、若葉青葉が目にし
みる季節となっていることと思います。
先日、卒園・卒業お祝い会が開催されました。卒
園・卒業の児童は12人。子どもを代表して高等養護
の学校を卒業し就職予定のＹさんが自分で書いた作
文を担当職員が代読してくれました。人前で話すこ
とはできなくても、作文に書かれた内容は、しっか
りとこれまでの自分の振り返りがなされておりその
成長ぶりに心を動かされました。
３月は出逢いと別れの季節でもあります。この年
度末には家庭引き取りによる退所が７名、施設変更
が１人で計８名の児童がホルトを去ることとなりま
した。又職員の退職、異動もありました。創設当初
から長きに渡り、ホルトの経理や運営、そして子ど
もの支援を担って頂いてきた副園長の朝岡先生が定
年退職となりました。本当にお世話になり言葉では
尽くせない思いがあります。ありがとうございました。
今日本の社会的養護は大きな転換期を迎えており
前途は多難だと思いますが、子どもの最善の利益を
最優先するために皆で話し合い力を合わせて進んで
いくという基本姿勢はぶれることなく、困難な課題
にもしっかり向き合い臨機応変に対応していく所存
でおります。新しい職員も３名加わりました。どう
ぞ本年度も皆様方のご理解とお力を賜り、健全な施
設運営に携わって参りたいと思います。
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発行所 ＊ 社会福祉法人　名古屋文化福祉会
  児童養護施設　名古屋文化キンダーホルト
  キンダーホルトをささえる会　会長　高木 キヨ子
住　所 ＊ 〒480－1103 
  愛知県長久手市岩作琵琶ヶ池50－1
ＴＥＬ ＊ 0561－62－4728
ＦＡＸ ＊ 0561－62－4736
E-mail ＊ kinder@coast.ocn.ne.jp
ＨＰ ＊ http://www.kpweb.jp/kinder/

75
2019

Spring
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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

｢うまれてきてよかった｣
☆みんなでくらし　みんなでそだつ
☆みんなでつくり　みんなでまなぶ
☆みんなでまもり　みんなでいきる

キンダーホルトの理念

園長　　西　川　　　信

私たちは、心があるから喜んだり、悲しんだり、
考えたりすることができます。一方で、子ども達は
まだまだ発達途中であるため、表現したいことが
あっても、気持ちに合った言葉が見つからず、しっ
くり来る言葉で表現しきれない場合も多いです。
心理士は、子どもと関係を築く中で、言葉のや
りとりはもちろん、“あそび”を通じて全身全霊
で表現される思いを受け止めたり、伝えたかった
思いを分析・解釈したりすることで、子どもの精
神的ケアにあたっています。
それから、ここへ入所をする子ども達は、周囲
の都合に振り回されて、対人関係の傷を受けてき
た子どもが多いです。ここにいる間も出た後も、
人の中（社会）で成長していくことを考えると、
無理のない範囲で 自分の気持ちを伝えたり、甘え
たりする場所・人が複数あることで“困ったこと
があっても、そこそこ大丈夫”と安心して生きる
ことにつながるのではないでしょうか。それは理
屈ではなく、体験として味わってもらいたいと思
います。
近年、医療分野では『チーム医療』、教育分野
では『チーム学校』という形で、すでに『多職種
連携』がうたわれています。誰
か一人のおかげで到達するので
はなく、大人同士もオープンな
関係で、子どもの養育にチーム
で関わることを目指しています。

（心理療法担当職員
山川 真奈美）

児童養護施設における
心理療法担当職員としての役割

６回シリーズで連載しています、職員の紹介も今回が
最後となりました。６回目の今回は心理療法担当職員
です。



園　長 西　川　　　信
園　長（補） 岩　田　正　人
事　務 中　山　紗　奈
事　務（補） 朝　岡　康　夫
家庭支援専門相談員 前　山　ひろみ　　田　端　香代子
ＦＳＷ（補） 金　田　綾　子
事　務 樋　口　ひろみ
学童職員
Ａグループ 河　野　　　遼　　髙　田　協　子
Ｂグループ　 千　代　　　誠　　田　端　香代子
Ｃグループ 寺　井　佑　輔　　佐　藤　美沙央
個別対応職員 武　藤　佑　太
幼児グループ 天　野　香代子　　石　原　沙　姫
 大　塚　昭　徳　　太　田　みなみ
地域小規模フォワイエ 岩　川　茉　央
 白　石　雄　二（基幹的職員）
 小　川　紗央里

地域小規模ログ・カメリアの丘 肥　後　　　敬　　伊　藤　成　宏
 市　原　美　咲
心理療法担当職員 山　川　真奈美
学習支援 杉　本　美　苗
栄養士 佐久間　久美子
厨房職員 澁　谷　正　一　　佐　藤　一　美
 櫛　谷　幸　代　　楳　村　雅　子
 石　黒　真　純　　高　橋　明　奈

退職職員の紹介

今年度  職員構成
今年は３名の新しい仲間が増え、異動もあり新たなメンバーでのスタートとなりました。本年度も宜しくお願い致します。

　園長挨拶でもお伝えしましたがホルトの経理や運営、そして子どもの支援を担って頂いて
きた副園長の朝岡先生が定年退職となりました。
　この場をお借りして朝岡先生長い間キンダーホルトを支えて頂きありがとうございました。

コラボ企画
キンダーホルトは、日々、多方面から寄付をいただいております。ありがとうご
ざいます。今回、長久手市より長久手市総合計画の「市民まちづくりプラン」とい
う一環でお話がありフードバンクのセカンドハーベストさん、フードドライブを
行っているカーブスさんからの食材を使って栄徳高校のボランティア部の方々と一
緒にクッキングを行う事を実施しました。高校生のお兄さんお姉さんと一緒にご飯
を作ったり遊んだり楽しい一時となりました。
※フードバンク…包装の傷みなどで品質に問題がないにもかかわらず市場で流通で
きなくなった食品を企業から寄付を受け生活困窮者などに配給する活動およびそ
の活動を行う団体。
※フードドライブ…家庭で余っている食べ物を学校や職場などに持ち寄りそれらを
まとめて地域の福祉団体施設、フードバンクなどに寄付する活動。

（保育士　田端 香代子）

新任職員の紹介

　今年からキンダーホルトに就職しました大塚で
す。「１に抱っこ、２に抱っこ、３、４がなくて
５に笑顔」をモットーに頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。（児童指導員　大塚 昭徳）

　調理経験はありませんが一生懸命がんばります。
　よろしくお願いします。

（厨房　髙橋 朋奈）

　４月からキンダーホルトで働かせ
ていただくことになりました。
　私らしく精一杯励んでいきたいで
す。宜しくお願いします。

（保育士　太田みなみ）



報 告事行

卒園生の集い
　今年も卒園生の集いを１月13日に行いました。毎年、お誘いの手紙を出すわけでもなく卒園生同士が声を掛けあっ
たりして来てくれるので当日まで誰が来るのかわからず集まるのかしらと少し不安になりながら毎年楽しみにしてい
ます。
　今年の昼食メニューは、人数が分からないので取り敢えず鍋が三種類。その他に、恒例の園長のお刺身盛り合わせ
やホルト朝御飯メニューの煮物、卒園生と包んだ餃子、唐揚げグラタンなどです。来る時間も自由なので食べたり喋っ
たり遊んだりという感じです。
　今年の参加者は、総勢30名。いつも来てくれる子がインフルエンザにかかったり、子どもの体調が悪く来れなく
なったりと少し残念でしたが前園長の喜多先生にも参加していただき懐かしい話もできました。そして、岡崎から赤
ちゃんを連れて電車に乗って自力で来てくれた子や赤ちゃんできたとお腹を労りながら来てくれた子、家族を連れて
毎年来てくれる子など様々です。ホルトの子ども達にとおやつを持って来てくれる子もいます。それぞれが何かしら
の思いをもってホルトに来てくれます。卒園生の子ども同士がこの会で仲良くなって遊んだり、卒園生の奥さん同士
が話したりほんの数時間ですが私達職員もホッとできる一時です。この会は、来年も１月に行います。卒園生だけで
なく、元職員さんも気軽に参加していただければと思います。　　　　　　　　　　　　　　（保育士　田端 香代子）

卒園・卒業お祝い会
　平成最後の卒園・卒業お祝い会を３月22日に行ないました。子ども達自身
がお祝いされる喜びを味わうこと、対象児童にスポットライトが当たることを
目標に掲げ、大切な節目のお祝いをしました。担当職員や厨房職員によるごち
そうをバイキング形式で食べました。対象児童のリクエストメニューを担当職
員が手作りすることで、おいしさも倍増し、皆が楽しそうに食事をしていたこ
とがとても印象に残っています。
　最後に、スライドショーではまだ幼かった頃の写真を見ることで「こんなに
も大きくなったんだ。」と子ども自身も、職員も成長を感じることができたと
共に、新たな生活や新たな旅立ちへの不安や期待に胸を膨らますことができた
のではないかと思います。これからの活躍と新たな良き出逢いがあることを願
い、私達職員は子ども達と共に過ごしながら様々な感情や体験を共有し、生活
していくことができる場所を作っていきたいと思います。

（保育士　岩川 茉央）

度 の年

予 定事行

今

間年

４月27日（土） GW行楽
５月５日（日） 子どもの日　おもちつき
未定 ホルトスポーツ大会
７月７日（日） 七夕
８月６日（火）～８日（木） ホルトキャンプ
11月３日（日） ホルトまつり
12月24日（火） ホルトクリスマス会
12月27日（金） 年末おもちつき
１月１日（水） 祝膳
１月12日（日） 卒園生の集い
２月３日（月） 節分
３月３日（火） ひなまつり
３月 卒園・卒業お祝い会 など

　マンガ家と脳研究者のコラボによる著書です。マ
ンガと文章がとても上手に読みやすく構成されてい
ます。さらに、内容は最新の脳科学に裏付けされた
もので理由もしっかり説明されています。どうすれ
ば「やる気」を出すことができるか？それは「いか
に脳をだますか」によって導き出されます。「分か
りやすい」「実行しやすい」「効果がある」と三拍子
そろってます。是非読んで試してみてください。お
勧めします。　　　　　　　　　　　　　　（西川）

「のうだま」
・・・やる気の秘密・・・
上代岡トメ＆池谷祐二著（幻冬舎）

どうすれば「やる気」を出すことができるか？

書籍紹介



寄贈・招待

  12月

中部善意銀行（中区）／菓子、掃除機
匿名／バンボマルチシート
日本鏡餅組合（新潟県）／鏡餅
㈱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
㈱チュチュアンナ（大阪府）／靴下
㈱名古屋食糧（中村区）／お米、のし餅
浅井愛子（長久手市）／野菜等
浅井（長久手市）／図書カード等
浅井律子（日進市）／果物
匿名／クッキー
川瀬雅博・益子（岐阜県）／柿
名古屋観光ホテル（中区）サンタクロース来所
スーパーマーケットタチヤ旭前店（尾張旭市）／果物
ヘルズエンジェル／おもちゃ、文具
宮澤和俊（京都府）／りんご
匿名／フットサルボール
テスタ／フットサルボール
名糖産業㈱（西区）／チョコレート
村瀬貞律（名東区）／衣類、洗剤等
匿名／菓子
中部日本放送㈱（中区）／コンサート招待
興和㈱（大阪府）／衣類、マット等
加藤暢夫（瀬戸市）／おから、油揚げ
戸田宜寛（長久手市）／みかん
㈲滝川設備サービス（長久手市）／クリスマスケーキ
門司一徹（東京都）／クリスマスカード
愛知ミタカ運輸㈱（犬山市）／クリスマスケーキ
菅本みよ子（長久手市）／マンガ、小説
加藤俊郎・美子（長久手市）／大根
大澤いくよ（東区）／カレンダー
村越（長久手市）／衣類
渡辺美代子・法子（弥富市）／菓子
飯田由彦（長久手市）／かぼちゃ
粒良（長久手市）／みかん

澤口和訓（長久手市）／りんご
日本特殊陶業㈱（瑞穂区）／ミュージカル招待
アニエスベージャパン（東京都）／衣類
匿名／ゲーム
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
鈴木（長久手市）／みかん
ひまわり元気農園（東郷町）／野菜
山口節子（長久手市）／重ね巻き
稲葉葵（日進市）／花
キャサリン／レゴブロック

  １月

武藤良雄（一宮市）／みかん
匿名／菓子、お米等
服部純（新潟県）／お米
上原ひろ子（長久手市）／菓子
㈱名古屋食糧（中村区）／お米
高比良誠（長久手市）／ぽんかん
代口愛香（天白区）／アイスクリーム
高城力也（名東区）／豆、文具
BOYS AND MEN／コンサート招待
㈱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
戸田宜寛（長久手市）／ミニトマト
日本缶詰びん詰レトルト食品協会／缶詰、レトルト食品等
瀧澤昌宏（日進市）／スピーカー
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
川瀬雅博・益子（岐阜県）／みかん等
㈱AOKI・（公財）資生堂社会福祉事業財団／
スーツ、スターターズセミナー招待
伊藤公一（岐阜県）／食器

  ２月

日本缶詰びん詰レトルト食品協会／缶詰、レトルト食品等
浜島世紀子(日進市)／菓子
㈱名古屋食糧（中村区）／お米

西岡道治（長久手市）／果物
服部純（新潟県）／お米
井上幸三（瀬戸市）／果物
林（天白区）／タオル、洗剤
武藤良雄（一宮市）／果物
㈱安納スウィーツファーム農業生産法人（鹿児島県）／安納芋
中部善意銀行・名古屋観光ホテル（中区）／テーブルマナー教室招待
日本ゼネラルフード㈱（中区）／ランドセル
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
カーブス　パレ・マルシェ東郷店（東郷町）・岩崎香久山店（日進市）／食品
匿名／菓子
戸田宜寛（長久手市）／ミニトマト
匿名／飲料
カーブス　イオンモール長久手店・ピアゴ長久手南店

（長久手市）・三好福谷店・三好湯ノ前店（みよし市）／食品
匿名／衣類
中部善意銀行（中区）／学用品、鞄、ひなういろ
浅井愛子（長久手市）／菓子
民生委員・なごみの家（長久手市）／雑巾

（社）豊通ファイティングイーグルス名古屋（中村区）／バスケットボール観戦招待
じゃんじゃん亭（天白区）／焼肉招待

（資）三河屋本店（清須市）／ひなあられ
匿名／菓子

  ３月

飯田由彦（長久手市）／甘夏
㈱名古屋食糧（中村区）／お米
東ソー・ニッケミ㈱名古屋営業所（中区）／野球観戦招待
高比良誠（長久手市）／野菜
スーパーマーケットタチヤ旭前店（尾張旭市）／りんご
聖霊高等学校（瀬戸市）／傘、文具等
洞泉寺（豊田市）／菓子
後藤美津代（瀬戸市）／お米
長久手市シルバー人材センター（長久手市）／ボールペン、菓子
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
㈲ダスカジャパン（茨城県）／チョコレート

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。

｢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/

　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12月から31年３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。

「ささえる会」
へのご入金

NPO 法人イエローエンジェル
大竹俊子
廣瀬規代志

㈲滝川設備サービス
鈴木
渡辺美代子

鈴木
淺見佳
加藤みち子

オークランド観光開発㈱
瀧澤昌宏
匿名　３名

子どもたちの
作品紹介
子どもたちの
作品紹介

ご寄付・ご寄贈・ご招待ありがとうございます


