
・・・ ・猛暑と豪雨の夏も終わり ・・・

猛暑と局地豪雨の夏も終り、朝夕は涼しく日が
暮れるのも早まり、ようやく秋らしさを肌で感じ
られる季節となりました。10月には台風による豪
雨で多くの方々が亡くなられ、復旧作業も未だ終
わらず続いている現状です。自然の脅威を改めて
感じるとともに、被災により亡くなられた方々に
は心よりお悔やみ申し上げます。
この夏の一大イベントと言えばキャンプと卓球
大会です。今年も４グループに分かれ、子どもた
ちはキャンプに出掛けました。その様子は後の紙
面に譲りますが、怪我や事故に見舞われることな
く無事にキャンプを終えられたことを嬉しく思い
ます。そして卓球大会。今年は中高生グループで
N君が見事初の個人優勝を果たしました。２年続け
て準優勝で前評判も一番高かったNくん。さぞプ
レッシャーも大きかったことでしょう。小さい頃
は泣き虫で臆病だったN君。その成長ぶりには感慨
深いものがあります。ご指導頂いた原田先生、そ
して担当の職員の皆さん、本当にご苦労様でした。
８月11日には元キンダーホルトのFSW及びハー
トネット代表の金田先生の叙勲のお祝い会が催さ
れました。長年の地域での子育て支援の活動など
が認められ瑞宝単光章を授与され、お祝い会には
多くの関係者の皆様にお集まり頂き、和やかで素
敵な会となりました。お集まり頂いた皆様には心
より感謝申し上げます。
この間２回の児童家庭課のヒアリングがあり、
県としての家庭的養育推進計画の策定が年度途中
で予定されています。今後10年かけて社会的養護
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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

園長　　西　川　　　信

の脱施設化が進められようとしていますが、「家庭
養育」「個別化」「地域分散化」など、そのメリッ
トとリスクの両面を鑑み、これまでホルトが担っ
てきた、子どもの安心・安全、一人ひとりの子ど
もの権利擁護、地域に開かれた施設づくりなど、
継承すべきところは継続し、社会のニーズに臨機
応変に応えていける施設運営に努めて参りたいと
考えています。
※この度サルモネラ菌の保菌者が施設内で確認
されたことを受け、保菌者が全ていないことが確
認されるまで、感染のリスク回避を最優先と考え、
ホルトまつりを中止することとしました。多くの
皆様にご迷惑をお掛けしましたことを申し訳なく
思っております。ご心配をお掛けしましたが、幸
いほとんどの職員・子どもに大きな症状が出るこ
となく、安全の最終確認ができましたことをこの
場をかりて報告させて頂きます。

〈金田先生の叙勲のお祝い会の様子〉



報 告事行

子どもの日のおもちつき
　毎年恒例の行事ですが、今
年度初めての取り組みとして
「いつもと違う餅米でついたお
餅の食べ比べをしよう！」を行ないました。今年
は日進原産の無農薬で作った餅米を使用しまし
た。いつものと食べ比べてみると、お餅も柔らか
く、のびも良く子ども達だけではなく、来客者の
方からも好評をいただくことができました。餅米
の他にも豆大福など新たなバリエーションも加わ
り、楽しさがまた増したように感じられました。
　これからも子ども
達の健やかな成長を
祈り、日々の支援に
努めていきたいと思
います 。   
（保育士　岩川茉央）

施設長会の卓球大会
　今回の卓球大会で
は、Aチームは団体
戦で入賞を目指して、
Bチームは楽しみな
がら上達を目標に
行ってきました。団
体戦はAチーム、Bチーム共に惜しくもベスト16で負けてしま
いましたが、1人はみんなの為に、みんなは1人の為に1球でも
多くポイントを取ろうとする姿が見られました。
　そのかいがあってか、個人戦では小学生ベスト16に2名、中
高生女子ベスト16に2名、中高生男子ベスト16に1名、ベス
ト8に1名、そして優勝をする事が出来ました。
子ども達からは「努力すれば、いつかは報われるんだっ」とい
う言葉が多くみられ、色んな物事に対して努力すればどうにか
なるかもしれないと感じられた大会でした。
　また来年に向けてAチームのメンバーからは来年こそは団体
戦で入賞しようという言葉が見られ、今から来年の大会がどう
なるかワクワクしています。　　　　（個別対応職員　武藤佑太）

ン プャキ
中高生女子キャンプ
　私たちの班は中高生の女の子6
名、女性職員4名の計10名で岐
阜県にある、ひるがの高原キャン
プ場でのんびりゆったりときどき
アクティブをテーマに、メインの
活動にシャワークライミングやレール
バイクなどのアクティビティーを入れな
がら食事を作ったり、みんなでトラン
プなどのゲームをしながら楽しく和気
あいあいとした時間を過ごすことがで
きました。最終日には,郡上八幡に行き散策をし、それぞれお土産
を購入したりしながら楽しみました。　　 　　（保育士　岩川茉央）

幼児キャンプ
　去年は台風で行くことができなかっ

た幼児キャンプですが、今年は幼児９
人職員５人で行くことができました。
低年齢の子が多く、火おこしなどは難
しいと考え、場所はアクアトト岐阜へ一泊二日で行きました。一
か月以上経った今でも、「魚にご飯あげた！」「お魚がお祭りしてた！」
「カワウソがいた！」など子どもたちの記憶にはしっかりと残ってい
るようです。水族館で各々購入したタオルやぬいぐるみを大切に
したり、幼児職員でない職員にも話をしに行ったりと可愛らしい姿
が見られ、嬉しく思います。　　　　　　　 （保育士　石原沙姫）

中高生男子キャンプ
　三重県の銚子川に行ってきました。ＮＨ

Ｋの番組で汽水域がきれいに別れる景色
を見たことや、この周辺には世界遺産が
多く、雨が降っても遊ぶところには困ら
ないだろうというのも場所選定の理由で
した。職員5人、子ども10人のグループで、
宿泊場所は勝浦の「けいちゅう」という
廃校を利用した宿泊所です。1日目は海
水浴、夜釣りをして過ごしました。港に
はガンガゼと言うウニがおり、後で調べ
ると食べられるとのことで惜しいことをし
たと思いました。2、3日目は子どもたち
の意見も取り入れ、銚子川の上流に行き
川遊びをしました。飛び込み、素潜り、
魚取りをしてとても楽しい時間を過ごしま
した。　　　　    （基幹的職員　白石雄二）

小学生キャンプ
　今年のキャンプは、ホルトの
小学生全員で出掛けました。子
ども15人、大人8人の総勢23
人です。DSなどの電子機器から離れ脳を休
め、3日間思いっきり自然に触れ考えながら
遊び子ども同士が穏やかに過ごせることの
心地良さを感じるキャンプにしようと企画し
ました。B＆G海洋センターさんのおかげで
楽しくカヌーやウォーターボールの体験をさせていただきました。
夜はキャンプファイアーをし、せせらぎ里山公園で思い思いに具
をたっぷりのせたピザ作りをしました。3日間を通して日頃見られ
ない表情をいっぱいみれた事、職員としても大きな収穫でした。     
　　　　　　　　　　　　　　　　　（保育士　田端香代子）

子どもの声　Hちゃん（5年生）
カヌーと魚を手づかみしたのが印象に残っています。カヌーは
職員が全然漕げてなくて進んでいなくて面白かったです。バン
ガローでは虫が出たけど、職員がうちわで退治してくれたから
寝れました。楽しかったです。



移転前のキンダーホルトをとりまく環境の変化

　旧ホルトが開設した
1985年当時、丁子田は
愛知郡長久手町の最南端
にあり、日進市、名古屋
市と隣接していました。「緑
のトンネル」をくぐると玄

関前でした。森の中の「お城」の様なところ、そう表現し
た子どものことが思い出されます。夏には雑木林でカブト
ムシやクワガタが採れました。秋には初代の園長先生が植
えられた栗の木に大きなくりが実りました。建築上の必要
から調整池がありましたが、このホルト池で筏あそびをし
たり、最後は猫に食べられてしまいましたが、よそから頂
いたアヒルが泳いでいました。当時私も含め釣り好きの職
員がよそで釣ってきた鯉やヘラブナ、シラハエなどを放流
しており、ご飯粒のえさで魚釣りが楽しめ「釣り堀」となっ
ていました。子どもを寝かせる時この「ホルト池から夜中
になると出てくるお化けの話」をよくせがまれてしたもの
です。傾斜地ではわらびが採れました。キジやたぬきなど
の姿を間近で見ることもありました。窓に当たって死んで
しまったキジは剥製になり会議室に飾られていました。ちゃ
ぼを飼っていたこともありましたが、逃げて野生化し夜中
の３時に「コケコッコー」と鳴くので宿直職員はその泣き
声にずっと悩まされたものです。子どもたちのあそび場と
いえば周りの森や池でした。隣接地には森の山があり、そ
の斜面には職員と子どもがつくった「露天風呂」もありま
したが、日進市の宅地造成の一環で取り崩されました。そ
してそこは子どもたちが遊べる格好の原っぱとなりました。

学校法人名古屋文化学園の所有地でしたが遊び場として無
償で貸して頂いていました。地域のおじさんたちに教えて
もらい、みんなで畑を作ったりもしました。四トントラックに
山積みの牛糞を寄附して頂き、皆でリヤカーを引いて運ん
だのは貴重な体験でした。牛糞は少し暖かくて臭くさくなく
て気持ちが良かったです。畑ではサツマイモや大根が収穫
できました。ホルト池はその後埋め立てられ駐車場になり、
以前あった児童センターは介護等の専門学校となりました
が、後に閉校となり取り壊されました。愛知万博の頃から
周りにお店が沢山できはじめ、そこら中にコンビニが乱立し
ました。西側には南北の道路が開通し、北側の道路は拡張
され、グランドではスーパー銭湯「花しょうぶ」の建築が始
まりました。北側の森も伐採され「しまむら」ができました。
西側には道を挟んで「マックスバリュー」が建ちました。今
は昔のホルトの面影を残すものはそこには何もありません。
　小さい頃に読んだバージニア・バーリントンが書いた「小
さなお家」という絵本を思い出します。琵琶ヶ池に移転し
た現在のホルトも８年が経過し、今では「イオン」や
「IKEA」もできました。今のキンダーホルトも30年後には
また同じように移転をす
ることになるのでしょう
か？「The anser is 
blowin, in the wind」
ボブディランの有名な曲
「風に吹かれて」のフレー
ズが心に浮かびます。

（園長　西川）

特集

キンダーホルトは来年度35周年を迎えます。これを記念して、35周年誌を製作中です。ほるとニュースではミニチュア版35周
年誌として当時を振り返り、特集としてあげていきたいと思います。今回はキンダーホルトをとりまく環境の変化についてです。

年末おもちつきのご案内

卒園生の集いのご案内

【日　時】令和元年12月27日(金) 10:00～ 12:00
【場　所】キンダーホルト園庭

　今年も下記の日程で年末のおもちつきを
予定しています。時節柄お忙しいかと存じ
ますが皆様と一緒に一年を振り返り、新し
い年を迎える準備を行ないたいと思います。寒さが厳しい時期ですの
で暖かい服装でお越し下さい。子ども、職員一同お待ちしております。

【日　時】令和２年1月12日（日）11:00～　【場　所】中根原集会場

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。

予 定事行
子どもたちの作品紹介子どもたちの作品紹介

おべんとうおべんとう

こいのぼりこいのぼり

ホルトまつり
中止のご報告

　令和 1年 11 月３日に開催を予定していたホルトまつりですが、施設内で感染症の発症が確認さ
れたため、感染拡大の防止を目的として中止しましたことをご報告します。楽しみにされていた
皆様、関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけ致しますことを心よりお詫び申し上げます。



田中尚己（守山区）／扇風機
河井道子（熱田区）／手提げ袋等
丸大産業(株)（中村区）／月刊グラン
㈱チュチュアンナ(大阪府)／靴下
㈱TRY＆TRUST（中川区）／野球観戦招待
吉田法明（豊田市）／菓子、メロン
加藤（瀬戸市）／バナナ
㈱コカ・コーラボトラーズジャパン（東区）／ジュース

  ６月

㈱名古屋食糧（中区）／お米
匿名／ジュース
伊藤広治（長久手市）／観劇招待
社会福祉法人むそう（長久手市）／パン、ジュース
匿名／文房具
川瀬雅博・益子（岐阜県）／じゃがいも、菓子等
高比良誠（長久手市）／じゃがいも
聖霊高等学校（瀬戸市）／傘等
木下大サーカス／サーカス招待
内山利春（豊田市）／すいか
後藤美津代（瀬戸市）／お米
匿名／お米
伊藤定廣（愛西市）／野菜等
介護タクシープラス（瀬戸市）／果物
安井春圭（守山区）／自転車
社会福祉法人中日新聞社会事業団（中区）／

大相撲観戦招待

㈱日立製作所親切会中部支部（中区）／洗剤
匿名／カルピス
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
特定非営利活動法人夢シート（中村区）／

野球観戦招待
㈱ヤマブキ（東区）／菓子
つばさプラス（東京都）／コンサート招待

  ７月

相原愛（長久手市）／舞台鑑賞招待
高比良誠（長久手市）／野菜
内山利春（豊田市）／すいか
代口愛香（天白区）／菓子
廣田壮之輔（昭和区）／学習教材
廣瀬規代志（兵庫県）／菓子
㈱名古屋食糧（中区）／お米
㈱ヤマブキ（東区）／菓子
匿名／鶏卵
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱（東京都）／リアルゴールド
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
内藤直彦（日進市）／鶏卵
匿名／ボードゲーム等
加藤俊郎・美子（長久手市）／野菜
キャノンマーケティングジャパン㈱（東京都）／

サッカー観戦招待
飯田由彦（長久手市）／ミニトマト、ジュース
かおる耳鼻咽喉科 鈴木薫医師（長久手市）／冷蔵庫

寄贈・招待

  ４月

㈱名古屋食糧（中区）／お米
スリーハンズ友の会（長久手市）／タオル、ハンカチ
安藤妙子（長久手市）／衣類
酒井正司（中区）／野球観戦招待
匿名／鶏卵
井出／はちみつ
今井直人／おもちゃ
高比良誠（長久手市）／たけのこ
愛知トヨタ自動車(株)（昭和区）／サッカー観戦招待
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン

  ５月

伊藤（長久手市）／たけのこ
Katharine Burrell（西区）／ペーパークラフト、

おもちゃ等
山浦遥香（長久手市）／あさり
原田邦彦（天白区）／ピーナッツバター
介護タクシープラス（瀬戸市）／メロン
戸田宜憲（長久手市）／ミニトマト
㈱名古屋食糧（中区）／お米
匿名／おもちゃ、掃除機等
岩田／たけのこ
東海アイスクリーム協会（東区）／アイスクリーム
川瀬雅博・益子（岐阜県）／いちご狩り招待
愛知県信用農業協同組合連合会（中区）／乾麺

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３１年４月から令和元年７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

淺見佳

石丸美乃里

鈴木

川村賀子

吉田法明

住奥雅美

河合雅代

加納明

図子緑

本田悦子

鈴木宏昌

山下茂

沼賀弘美

定森恭司

松永尚忠

古池俊典

廣瀬規代志

菱田博之

堀田康雄

西川道子

玉田直子

森島章博

堀勝

加藤佳代

ご寄付・ご寄贈・ご招待ありがとうございます

車両が新しくなりました！冷蔵庫をご寄付頂きました
　夏本番を迎える直前７月に男の子のリビングで
使用している冷蔵庫が故障してしま
い途方に暮れていました。現状をキ
ンダーホルトの Facebookページに
報告したところ、長久手市内にある
かおる耳鼻咽喉科鈴木薫医師より冷
蔵庫のご寄付を頂けることとなりまし
た。おかげさまで猛暑の夏を乗り切
ることが出来ました。心より感謝申し
上げると共にご報告させて頂きます。

　令和 1（平成 31）年度愛知県共同募金会分配
金により車両の更新を行ないました。これまでの
車両は愛知中央ライオンズクラブ様よりご寄贈頂
いたものでした。キャンプなど子ども達の思い出
もたくさんありましたが、子ども達にとってより高
い安全性を考え、今回車両を更新致しました。愛
知中央ライオンズクラブ様、愛知県共同募金会様
にそれぞれ感謝申し上げます。今後は新しい車両
と共に子ども達と楽しい思い出をたくさん作りたい
と思います。本当にありがとうございました。

宮澤和俊

株式会社建光

田畑治

渡辺美代子

安達鈴代

新実由美子

堀場純矢

鈴木薫

伊藤知里

匿名５名 


