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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

　　西　川　　　信 　　岩　田　正　人

・・ ・退 任 挨 拶 ・・ ・ ・・ ・就 任 挨 拶 ・・ ・

春陽の候、皆様に於かれましては益々ご清栄のこ
ととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜
り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび令和2年3月末日をもって施設長を
退任することとなりました。創設以来多くの皆様方
にご支援を賜り心より感謝致しております。35年の
歳月を児童指導員として沢山の子どもたちやご家族
の方々と関われたこと、また、施設長として施設運
営に携わるなかで素敵な協力者や職員に恵まれたこ
とは本当に有り難いことと感じております。振り返
ればあっという間の年月でしたが、学ばせて頂いた
ことそして様々な思い出は尽きません。この仕事に
出会えたことを大変幸せに感じております。これか
らもキンダーホルトとの繋がりは大切にしていきた
いと思いますが、今後は新園長とともに新しい職員
体制でこれからの社会的養育・社会的養護の望まし
い在り方を模索していくこととなります。どうぞ引
き続きのご支援を賜る様お願い致します。

春陽の候、皆様に於かれましては益々ご清栄のこ
ことお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜
り、厚く御礼申し上げます。
このたび令和2年4月より施設長に就任することに
なりました岩田正人と申します。微力ではございま
すが、キンダーホルトの事業運営に専心努力いたす
所存でございます。
施設長として社会的養護の使命を自覚し、施設の
基本理念に基づき、様々な背景を抱え暮らしている
子ども達一人ひとりが「生まれてきてよかった」と
真に思えるよう新たな職員体制で臨んで参りたいと
思っております。
また変わりゆく時代や社会の福祉ニーズをしっか
りと受け止め、地域の皆様方との繋がりを重視し、
関係機関とも連携しながら開かれた施設を目指し、
子どもと福祉のための施設であるよう職責を全うし
運営に努めて参りたいと思っております。
何卒、前任者同様に今後とも一層のご指導ご懇情
を賜りますようお願い申し上げます。



新任職員のご紹介

　この度、幼児グループ配属となりました
米倉浩太郎です。これから子どもたちと毎
日元気に楽しく関わっていきたいと思いま
す。よろしくお願いします。（米倉　浩太郎）

　学童グループ配属となった村井駿介です。
いくつになっても自分の仕事と関わった子ども
たちのことを愛をもって語れる大人になりたい
です。よろしくお願いします。　　（村井　駿介）

　はじめまして、市村実香です。今年度か
ら学童職員としてキンダーホルトに勤める
ことになりました。私自身初めての事で未
熟な点があると思いますが私という存在が
子どもたちの糧になれるように未熟なりに
考え学ぶ姿勢を忘れず子どもたちと関わっ
ていこうと考えています。よろしくお願い
します。　　　　　　　　　（市村　実香）

　4月から学童職員として働かせていただきます、柴田
花奈海です。子どもたちに寄り添い一緒に成長していき
たいと思っています。様々なことに挑戦して濃い1年にし
ていきたいです。よろしくお願いします。（柴田　花奈海）

施設生活を振り返って
　私は施設での生活を約14年間してきました。2つの施設で生活をしてきましたが、キンダーホルトで
生活してきた約10年間について振り返りたいと思います。4年生の春からこの施設に変わりました。年
上の中高生が怖く感じ、なかなかなじめない日々を過ごしましたが、慣れるにつれて気にならなくなり
ました。小学生の時に行事でよさこいを踊ったことが思い出深く残っていて、緊張もしましたが多くの
拍手に包まれた時は達成感を感じました。中学生になると自分の意見を大人に出すことが増え、担当職
員とぶつかることも増えました。ですがそのおかげで自分のことを振り返り、希望する進路に無事進む
ことが増えました。高校では生徒会副会長やサッカー部の副キャプテンを任せられるようにもなりまし
た。生徒会副会長という立場になったことで、どうやったら学校がよりよくなるのかを考えるいい機会
となり、部活動では先輩後輩との関わり方を学ぶこともできました。また、社会人として必要な能力を
勉強でき、身につけることができました。
　春からは一人暮らしや、仕事も始まります。不安もありますが、施設や学校で学んだことを生かし、
今まで通り頑張っていきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（早川　光）

　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。
　令和１年８月から令和２年２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」
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ご寄付・ご寄贈・ご招待ありがとうございます

「旅立ち」
　この春は家庭に帰った児童３名、就職した児童２名と５名の子どもたちがキンダーホルトを旅立っていきました。

また、美味しいご飯を作ってくれた厨房職員の櫛谷さんが退職されました。本誌では児童を代表して高校３年生の早川光くんが

キンダーホルトでの思い出を語ってくれました。



園　長 岩　田　正　人

総　務 千　代　誠

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

家庭支援専門相談員（補） （金　田　綾　子）

医療的ケア担当職員（看護師） 大　塚　昭　徳

事務パート （樋　口　ひろみ）

相談及び学習担当等 （西　川　信）

学童職員

Ａグループ 河　野　　　遼　　市　村　実　香

Ｂグループ 村　井　駿　介　　（千　代　誠）

 田　端　香代子　　柴　田　花奈海

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

 太　田　みなみ　　米　倉　浩太郎

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

心理職員 山　川　真奈美

栄養士 佐久間　久美子

厨房職員 澁　谷　正　一　　佐　藤　一　美

 髙　田　協　子　　武　藤　好　美

厨房パート     （楳　村　雅　子） （田　中　寛　人）

令和2年度　職員構成
今年は4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。

予 定事行間年度 の年今

令和2年度キンダーホルトの行事について

　5月5日に予定されていた『子どもの日おもちつき』は今年度につきまして中
止とさせていただきます。また、コロナウィルス感染拡大に伴い今年度の行事に
つきましては原則すべて中止とさせていただきます。今後については国の方針に
基づき改めてご報告させていただきます。
　楽しみにされていた皆様におかれましては、誠に申し訳ございませんが、未曾
有のことでもあり、何とぞご理解いただきますようお願い申し上げます。

寄贈・招待

  ８月

滝浪常雄（尾張旭市）／すいか
名古屋トヨペット㈱（熱田区）／ディズニー・オン・アイス招待
匿名／お米、菓子等
(株)名古屋食糧（中区）／お米
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
青山（瀬戸市）／菓子
中嶋洋（中村区）／お米
社会福祉法人中部善意銀行（中区）／菓子等
長久手自然学習会（長久手市）／きゅうり
在藤純二（小牧市）／座布団
井出／はちみつ
ひまわり元気農園（東郷町）／すいか
鈴木伸明（日進市）／あさり
丸大産業(株)（中村区）／月刊グラン
近藤産興(株)（南区）／野球観戦招待
西川道子（守山区）／ぶどう

オークランド観光開発（春日井市）／ボーリング招待
長久手フェス実行委員（長久手市）／長久手フェス招待

  ９月

愛知県信用農業協同組合連合会（中区）／梨
山口晴喜（瑞穂区）／自転車
(株)名古屋食糧（中区）／お米
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)（東京都）／ファンタ
明治牛乳高針販売店（名東区）／アンパンマンジュース
匿名／梨
松原美代子（長久手市）／冬瓜、かぼちゃ等
後藤美津代（瀬戸市）／お米
伊藤定廣（愛西市）／なす、ピーマン
高城力也（名東区）／梅干し
(株)チュチュアンナ（大阪府）／靴下
浜島世紀子（日進市）／コーヒー、菓子等
丸大産業(株)（中村区）／月刊グラン
山田丕史（長久手市）／栗
宇治山映子（日進市）／書籍



報 告事行

ホルトクリスマス会
　今年度も12月24日にホルトクリスマス会を行いました。「み
んなが主役のクリスマス」をテーマに子どもたちによるダンス
やけん玉の披露、ゲームなどをして盛り上がりました。
　最後にはサンタクロースも登場し、子どもたち1人1人にプ
レゼントを手渡していただきました。子どもたちも「これサン
タさんにもらったよ」などと職員に見せている姿もあり、素敵
なクリスマス会になりました。　　　　　 （保育士　石原沙姫）

フットサル大会を終えて
 　今年はフットサル大会に16名の子どもたちが参加しました。朝
は小学校へ出発するまでの待ち時間、帰ってきたら宿題してすぐに
サッカーをするほど、サッカーが
大好きな子どもたちばかりです。
結果は小学生の部、中高生の部と
もに3位と頑張りました。悔しく
て涙を流す子、ゴールを決めて喜
ぶ子、試合に出られないけど一生
懸命応援する子みんなONE　
TEAMとなり、取り組むことが出
来ました。　（児童指導員　河野遼）

あわてんぼうのサンタクロース！？

　また、キンダーホルトには12/7フィ
ンランドからサンタクロースが来所し
てくれました。サンタクロースを見て
「怖い…怖い…」と泣く幼児さんや嬉
しくてニコニコしてる子など様々でし
たがみんな嬉しそうでなによりでし
た。サンタクロースさんありがとうご
ざいました。また、来年逢えるのを楽
しみにしています。  （事務　中山紗奈）

匿名／柿
古賀めぐみ（長久手市）／菓子
丸大産業(株)（中村区）／月刊グラン
後藤美津代（瀬戸市）／お米
(株)名古屋食糧（中区）／お米
松原美代子（長久手市）／柿
服部純（新潟県）／お米
土井理枝（長久手市）／スノードーム等
代口愛香（天白区）／茶、羊羹
木村和子（長久手市）／柿
匿名／菓子、お米
野村（瀬戸市）／衣類
高比良誠（長久手市）／みかん
日本児童養護施設財団（東京都）／書籍
カルビー(株)（中村区）／グラノーラ
矢作川水系森林ボランティア協議会とよた楓の会（豊田市）／りんご
大西法子（長久手市）／菓子
浅井愛子（長久手市）／みかん
三菱UFJ信託銀行（名古屋市）／フレンドサークル招待

  １０月

山田丕史（長久手市）／柿
(株)徳洲会　竹林央人（東京都）／書籍
峯崎友香里（天白区）／馬の学校招待
服部純（新潟県）／お米
(有)連コーポレーション・(有)進和技研（瀬戸市）／菓子
川瀬雅博・益子（岐阜県）／枝豆
介護タクシープラス（瀬戸市）／バナナ
高比良誠（長久手市）／玄米
松村大志（名東区）／菓子
長久手フィルハーモニー管弦楽団（長久手市）／演奏会招待
丸大産業(株)（中村区）／月刊グラン
NPO法人フィールザワールド（長久手市）／ハロウィン菓子
加藤知次（名東区）／書籍、ハンガー
社会福祉法人中部善意銀行（中区）／文具
(株)名古屋食糧（中区）／お米

  １１月

社会福祉法人中部善意銀行（中区）／菓子



報 告事行

令和元年度年末おもちつき
　12 月 27 日に1年の締めの行事となるおもちつきを民生委員の
皆様をはじめ地域の方々と行いました。毎年醤油仕立てのお雑煮を
用意するのですが、今年はご寄附でいただいた味噌を使って用意し
たところ、皆様より「今年はいつもと違うね。」「味噌も美味しいけ
どいつものお醤油が好きだわ。」な
ど様々なご感想を頂きました。ど
ちらの味が良いかよりも、皆様に
毎年楽しみにして頂いていること
が感じられ嬉しく思いました。　
　 　　    （児童指導員　千代　誠）

卒園生の集い
　令和2年1月12日（日）に「卒園生の集い」を開催しました。お昼
頃から徐々に卒園生が訪れて、卒園生とその家族など32名程が集
まりました。久しぶりに施設に顔を出した卒園生もいたりと、積もる
話に花が咲き、職員とも垣根を越えて交流し、卒園生同士でも和気
あいあい楽しい時間を過ごしていました。
　ただ卒園生の話に耳を傾けると、卒園後の人生は決して平坦では
なかったり、子育てについて悩む卒園生の声が聴かれたりもしました。

　卒園生にとって、ふらりと帰って
来れらるよう、またちょっとでも卒
園生の拠り所になれるような施設の
“実家機能”の必要性を強く感じた機
会でもありました。
　　　　　  　（園長補佐　岩田正人）

おひなさま
　3月3日のおひなさまの日には、毎年恒例のおこ
しものづくりをしました。子どもたちは好きな形
に色を付けて創作を楽しんでいました。出来上がっ
たおこしものは、おやつに頂きました。幼児さん
は紙コップでお内裏様とお雛様を作成し、可愛ら
しく装飾をしてくれました。（保育士　太田みなみ）

廣瀬規代志（兵庫県）／菓子
宮澤和俊（京都府）／りんご
波多野恵（瑞穂区）／衣類
中日新聞社社会事業団（中区）／名古屋港冬花火招待
金子みゆき／アロマセラピーワークショップ開催
社会福祉法人中部善意銀行（中区）／サンタクロース来所、菓子等
渡辺美代子・法子（弥富市）／菓子
名糖産業(株)（西区）／チョコレート等
井上幸三（瀬戸市）／バナナ
チュチュアンナ（大阪府）／靴下
門司一徹（東京都）／クリスマスカード
池辺さやか（福岡県）／加湿空気清浄機
山内晃（守山区）／みかん
愛知ミタカ運輸(株)（犬山市）／クリスマスケーキ
吉兼章人（天白区）／菓子
山口ひろみ（神奈川県）／ホットプレート
二宮（長久手市）／さつまいも等
非営利活動法人こどもハートクラブ（一宮市）／保存食、日用品
(有)滝川設備サービス（長久手市）／クリスマスケーキ

JAあいち経済連（中区）／お米
木下豊（長野県）／絵本
全国シャンメリー協同組合（東京都）／シャンメリー
資生堂社会福祉財団（東京都）／フリュイジュレ

 １２月

滝浪常雄（尾張旭市）／積み木、置物
川瀬雅博・益子（岐阜県）／野菜
(株)オールドリバー（大治町）／鶏肉
(株)名古屋食糧（中区）／お米、のし餅
匿名／鶏卵
秋田良枝（豊山町）／柿
日本鏡餅組合（新潟県）／鏡餅
山口育男（緑区）／ペンタブレット、バスケットゴール等
加藤知次（名東区）／おもちゃ
高城力也（名東区）／コーヒー花豆
(株)名古屋観光ホテル（中区）／フィンランドサンタ来所、おもちゃ
河合雅代（豊明市）／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。

｢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/

会長　金田　綾子

キンダーホルトをささえる会

  ２月

(有)魚臣（瀬戸市）／巻きずし
浜島世紀子（日進市）／菓子
(株)名古屋食糧（中区）／お米
IKEA（長久手市）／家具等
匿名／ノート
合同会社ホープス（港区）／チーズケーキ
釣屋俊次（瀬戸市）／菓子
日本ゼネラルフード(株)（中区）／ランドセル
浅井（長久手市）／書籍
廣田壮之輔（昭和区）／学習帳等
カーブス・パレマルシェ東郷店（東郷町）／食品
カーブス・みよし湯ノ前店（みよし市）・ピアゴ長久手南店（長久手市）／食品
民生委員（長久手市）／雑巾等
丸大産業(株)（中村区）／月刊グラン
(資)三河屋本店（清須市）／ひなあられ
ニコリファクトリー（長久手市）／パン
JA愛知信連（中区）／いちご
鈴木千佳（愛西市）・河内遥（一宮市）／衣類
社会福祉法人中部善意銀行（中区）／学用品、かばん

鈴木（長久手市）／みかん
大和証券グループサンタチャリティプログラム事務局（東京都）／クリスマスプレゼント
丸大産業(株)（中村区）／月刊グラン
加藤俊郎・美子（長久手市）／大根
浅井成美・愛子（長久手市）／図書カード、菓子
金田綾子（日進市）／餅米、ジュース
井出／はちみつ
八田敦（東京都）／キャラクターグッズ
ひまわり元気農園（東郷町）／野菜
伊達直人／絵本
シャトレーゼ瑞浪店（岐阜県）／ケーキ

  １月

匿名／鏡餅、りんご
レインボー東山店（豊田市）／菓子
(株)名古屋食糧（中区）／お米
(株)安納スウィーツファーム農業生産法人（鹿児島県）／安納芋
青山咲子（長久手市）／お米
安藤妙子（長久手市）／衣類
プレイグラウンド・オブ・ホープ（東京都）／絵本
浅井照子（長久手市）／粉せっけん
(株)日本教文社（東京都）／こどもカレンダー
世界の野球グローブ支援プロジェクト事務局（東京都）／バット、グローブ等
高比良誠（長久手市）／たんかん
匿名／切手
丸大産業(株)（中村区）／月刊グラン
浅井愛子（長久手市）／菓子
井上幸三（瀬戸市）／バナナ
シャトレーゼ瑞浪店（岐阜県）／ケーキ
高城力也（名東区）／タオル、雑貨等
じゃんじゃん亭平針店（天白区）／焼肉招待
匿名／掃除機

児童福祉の架け橋さんから頂いた寄付のお礼とサイト紹介
　児童福祉の架け橋さんを介して、ペンタブレット、バスケットゴール、空気清浄機、枝
切り鋏等たくさんの物品を他の方からもご寄付頂きました。同じ方から連日贈られたプレ
ゼントに、子どもたちも職員も感謝の気持ちでいっぱいです。子どもたちと有意義な時
間を過ごすために活用させていただきます。ありがとうございました。

　名古屋文化キンダーホルトを支え支援して頂いてる「キンダーホルトをささえる会」から皆様へ心から感謝の気持ちをお伝えします。
また、この度前会長　高木　キヨ子から新会長　金田　綾子に代わりましたことをご報告させていただきます。
尚「キンダーホルトをささえる会」では会員を募集しておりますので本会の趣旨にご理解をいただきご協力頂きますようお願い申し上げます。

児童福祉の架け橋さんとは？……………………………………………………………………
「寄付・物品・ボランティアなど、善意の支援が一箇所に集中したり、一方通行にならないよう
調整する」ことを目的として活動しておられる団体です。いつもお世話になっている感謝の気持
ちも込めて、この場をお借りしてサイト紹介をさせて頂きます。
児童福祉の架け橋：http://jidoufukushi.jp/


