
北風と太陽

半年前までは想像もしていなかったコロナ禍での生
活が、今や日常となっています。マスクを着けて歩い
ている姿、手洗いや消毒をしている姿、間隔をあけて
座っている姿などが、キンダーホルトの中でも目に映
ります。子どもたちにとっては各行事の中止や活動を
控える気持ちを抱きながらの外出など、窮屈感を感じ
ながらの生活を余儀なくされています。
一方、コロナ禍の中で多くのご支援、ご寄付を頂戴

しました。マスクなど感染対策の備品が品薄状態にあ
る時に、それらを届けていただきました。その他にも
長久手にゆかりのある企業等から、「子どもたちには
たくさんの遊びをしてもらいたい」などの思いがこ
もったご支援をいただきました。こうしたつながりの
中でキンダーホルトの生活が築かれていることを強く
感じた次第です。職員一同、この場を借りて改めてお
礼申し上げます。
　
そのつながりは、時として途切れてしまうことがあ

ります。人と人とのつながりや助け合いよりも自己責
任が強調される社会にあって、特に施設を巣立ってい
く子どもは、つながりを新たに築いていかなければな
りません。そこでは、自らそれを築いていく力ととも
に、社会の側にも、彼らを受け入れる寛容性が求めら
れます。
もちろん、人とのつながりを築く力は、施設生活の

なかで培われる必要があります。そのための即効的な
方法があるわけではなく、生活の中で子ども自身が自
分のなかに積み上げていくしかありません。職員は、
そのための養育・支援をするわけですが、「北風と太陽」
の北風のように、むりやり押しつけてできることでは
ありません。

むりやり押しつけるやり方として、「体罰」があり
ます。「体罰」は、単なる暴力や強制とは異なり、養育的・
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｢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　　岩　田　正　人

教育的な意味を持つ「しつけ」や「懲戒」の一種ですが、
そこには二つの問題があります。一つは、従来から、
学校では体罰は法的に禁止されていますが、家庭や児
童福祉施設では法的に明確な禁止規定がなかったとい
う問題です。もう一つは、家庭や児童福祉施設または
学校でも、「体罰」の実態は、養育的、教育的な意味
はなく、ほとんどが衝動的もしくは歪んだ養育観にも
とづく暴力に過ぎないという問題です。
この一つ目の問題に対して、昨年６月の児童虐待防

止法と児童福祉法改正により、「体罰の禁止」が法的
に明確に規定されました。しかし、第二の問題の背景
にある貧困の拡大、児童福祉施設の最低基準の低さな
ど、「体罰＝暴力」を生み出している社会的要因が除
去される見通しは今のところありません。

それゆえにこそ、子どもの声と気持ちをじっくりと、
しっかりと汲み取りながら、子ども同士、子どもと職
員さらに子どもと社会のつながりを築き、豊かにして
いく実践が求められます。そこには、北風のような強
制力は不要です。キンダーホルト全体が太陽のような
温かい気持ちに包まれている、そう感じられる環境づ
くりが求められます。社会の厳しい風に負けそうに
なった卒園生が、「帰ってくると癒やされる」と感じ
られる施設づくりが求められます。そのために、園長
として推進力と行動力を果たしていきたいと思いま
す。



キンダーホルトがこれまで大切にしてきたこと

　キンダーホルトの理念「生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」は、こ
れまでのキンダーホルトでやってきた取り組み、大切に
してきたことを意識化し、言葉にしたものです。理念に
は普遍性、明確さ、先見性が求められます。そうした
ことも踏まえキンダーホルトの理念は成り立っていま
す。迷ったときには立ち返るものとも言えます。そして、
理念を具体化していくことが求められるところです。そ
れができなければ理念はただのお飾り、絵に描いた餅
になってしまいます。そしてその具体化を担う職員は、
それぞれ見た目や育った環境や職場での経験など様々
です。目指すものが同じでも理解や方法は様々です。
その為様々な多様性を認め合い、一致したところをしっ
かり共有して取り組まなければ「こんなはずじゃなかっ
た」になりかねません。立体である円錐を真横から見
ている人は三角に、真下から見ている人は円に見えま

す。この二人が自分の立ち位置を変えないで話し合っ
ても話は平行線、どこまで行っても交わりません。立
場等に上下関係があれば強いもん勝ちになりパワハラ
が起きてしまいます。そのようにならないためには、第
三者的にもう一人加わる、第三者的視点を共有する、
立場を変えて考える、等することで見えてくるものが大
きく変わります。そうした考えを共
有することが「子どもの最善の利
益」に繋がるものと思います。

特集

〇令和2年度の行事報告について〇
　前回発行のほるとニュースでもお伝えしておりましたが、コロナウイルス感染拡大
に伴い今年度の行事につきましては原則すべて中止としております。その中でも、キャ
ンプに関しましては子ども達が一番楽しみにしている行事でもあることから、コロナ
ウイルス感染拡大に最大限配慮しながら何かしらの形で随時行なって行く予定です。
その為、キャンプの報告に関しましては改めてご報告させて頂きます。

　キンダーホルトは園長が西川信から岩田正人に交代になったことに加え、新人職員4名を迎え、体制が大きく変化
する節目の年でもある今年度に35周年を迎えました。これもひとえにキンダーホルトに関わって下さる皆様のご支
援とご協力によるものと深く感謝申し上げます。35周年を記念しまして昨年度より35周年誌を製作中です。また、
ほるとニュースではミニチュア版35周年として当時を振り返り、特集としてあげてきました。
　今回は「キンダーホルトがこれまで大切にしてきたこと」について、創設時より職員として尽力されてきた3人の方
それぞれに話をして頂きました。

キンダーホルトの理念  ～35年を振り返って～キンダーホルトの理念  ～35年を振り返って～ 前園長　西 川　 信
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〇キンダーホルトの理念、運営について
　昭和60年4月1日にキンダーホルトができてから続
いている理念は、初代理事長の加藤重也先生より引き
継がれてきました。６年目からの喜多元園長のもとでは、
色々決めて実行してくのは理事会ではなく現場の職員
の方であり、職員会議が最高決定機関としてホルトの
中で定着してきています。これは、職員が議論して決
定することができる極めて民主的な良さを持った施設で
あるといえます。
〇朝岡先生が35年勤める中で見えた現在までの流れ
　児童指導員と総務の仕事を両立してずっとやってき
て、西川前園長が就任してしばらくしたときに２代目事
務の方が体調不良で退職されました。それまで法人事
務や総務の仕事も担っていたので、経理や給与計算を
パソコン化することで業務の効率化を図り、事務的な
仕事を現場職員には一切回さずに子ども達に専念して
もらおうという思いがあったため、私が全部引き受けて
やってきました。それでも現場職員の人手が足りないと
いうこともあり週1回宿直勤務を入れ学童の子達と関わ
りをもっていました。

〇定年退職後に振り返ってみて
　ホルトに就職する１か月前に結婚したことで、新しく
家庭を築きつつホルトの仕事もこなさなくてはならない
という状況になり、両立を考えながらやってきました。
プライベートでは我が子の子育てやいくつかある友人
関係も大切にしながら日々を過ごしてきました。難しい
ことは考えず流れに沿って歩んできた35年間だったよ
うに感じます。

〇35年間働いてきて心掛けてきたこと
　それは、「今何を一番大切にするか」ということです。
お互い考え方が違い正解も一緒でない中で、一つずつ
落としどころを探って、何を一番大切にするのか合意し
ていくほかはなく、それが結局答えになっていくのだと
思います。そのように繰り返すことで問題や困難が解
消されていき、同時に新しい視点で物が見えるように

なっていくのだと思いま
す。また、自分の成長を

実現するためには、周りの職員との関係性や運営体制
の健全さが重要だと考えています。働いている事の尊
厳が守られ、自己実現でき、生活も苦しくないようにで
きるよう、私が習った本来の社会主義的な運営を私は
目指してきました。

〇これからのキンダーホルトに伝えたいこと
　最近よく頭をよぎる言葉で「地獄への道は善意で舗
装されている。」というのがあります。一つ一つ良いこ
とを積み重ねているつもりでも常に全員参加で俯瞰的
にチェックしていないと思いもよらないゴールにたどり
着いてしまうという点で注意をしなければならないとい
うことです。まず職員それぞれが、ものを言い合える、
落としどころを探し合える、決断できるということを実
現できる組織であるように自分はどう振る舞ったらいい
のかを考えてほしいと思います。まず自分を見ることで、
子どもたちに対していい援助ができるようになるのでは
ないでしょうか。

前事務員　朝 岡 康 夫

地域小規模児童養護施設職員 兼 基幹的職員　白 石 雄 二
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　コロナ禍で子ども達のためにたくさんのマスクを寄贈頂いたこと、厚くお礼申し
上げます。マスクはキンダーホルトにいる45人の子ども達が毎日幼稚園や学校へ行
く中で、今や必要不可欠となっています。頂いた紙マスクや、可愛い絵柄の手作り
マスク、幼児・小学校低学年用の小さめのマスクなど、それぞれが気に入るもの
をつけて毎日登校しています。
　コロナウイルスがいつ収束するのか先が見え
ず不安もありますが、みなさんもどうぞ体調に
は気をつけてお過ごしください。

マスク寄贈のお礼

手作りマスク
ありがとうございます



逢見仁一（一宮市）／グローブ
武藤理奈（豊田市）／タブレットPC
聖霊中学校・高等学校（瀬戸市）／手作りマスク
イオンモール長久手黄色いレシート

キャンペーン（長久手市）／学用品等
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン

 ５月

山田丕史（長久手市）／菓子
NTPグループ社員一同（熱田区）／図鑑、DVD
匿名／パズル、タオル等
浅井愛子（長久手市）／菓子、たけのこ
牟田憲太郎・優子（長久手市）／パソコン、ⅰpad
新谷君子（小牧市）／衣類、菓子
秋田良枝（豊山町）／たけのこ
㈱カルナック（大阪市）／菓子
㈱名古屋食糧（中区）／お米
伊藤通康（長久手市）／たけのこ
松永明子／マスク
村瀬貞律（名東区）／衣類等
金城優（阿久比町）／カードゲーム、タブレット
ひまわり元気農園（東郷町）／スナップエンドウ
有楽製菓㈱（豊橋市）／ブラックサンダー
明治牛乳高針支店（名東区）／しゃもじ、箸
加藤知次（名東区）／絵本、グローブ等
川瀬雅博・益子（岐阜県）／いちご、生花等
三立化工機㈱（春日井市）／消毒液
プラス介護タクシー（瀬戸市）／マスク
高城力也（名東区）／文具、ぬいぐるみ
㈱チュチュアンナ（大阪府）／靴下
本田悦子（みよし市）／手作りマスク
㈱たかくら新産業（東京都）／消毒液
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱（中区）／絵本
古賀めぐみ（長久手市）／菓子
匿名／もち米、あられ等
田中尚己（守山区）／扇風機
服部純（新潟県）／お米
原田孝子（岡崎市）／手作りマスク
愛知県共済会（中区）／マスク
山口育男（緑区）／アイロン、消毒液等
後藤美津代（瀬戸市）／お米
㈱フレーベル館（東京都）／絵本等
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン

 ６月

㈱壱番屋（一宮市）／マスク
山口育男（緑区）／自転車

中北朋花（北海道）／カードゲーム
社会福祉法人中部善意銀行（中区）／書籍、人形
匿名／手作りマスク
サンハウス長久手管理組合（長久手市）／マスク
日本コカ・コーラ㈱（滋賀県）／消毒液
㈱ビーウェスト（天白区）／マスク
ポッカサッポロフード

＆ビバレッジ㈱（中区）／ジュース
㈱名古屋食糧（中区）／お米
㈱キンブル（昭和区）／菓子
河合雅代（豊明市）／菓子
内山利春（豊田市）／スイカ
匿名／カルピス
二コリファクトリー（長久手市）／ベーグル等
浅井律子（日進市）／スイカ
匿名／プラモデル等
匿名／マスク、菓子
東海アイスクリーム協会（東区）／アイスクリーム
杉江尚孝（長久手市）／果汁グミ
高橋敏彦（名東区）／ジュース、ゼリー
長久手市社会福祉協議会（長久手市）／マスク
逢見仁一（一宮市）／アイスクリーム
カルビー㈱（中村区）／グラノーラ等
フォーチュンエンターテイメント（中区）／タオル
㈱イトウアンドカンパニーリミテッド（一宮市）／マスク
牧野研二・直美（日進市）／ピアノの椅子
匿名／サッカーゴール
横地春美（長久手市）／ピアノの椅子
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱

（東京都）／ジュース
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン

 ７月

北川好郎（長久手市）／書籍
㈱エグチスチール（守山区）／菓子
カルビー㈱（中村区）／ポテトチップス
加藤俊郎・美子（長久手市）／きゅうり
五藤さわ子（長久手市）／手作りマスク
㈱トータルデザインセンター（岡山県）／布マスク
㈱仲井通商（岡崎市）／アルコールジェル
㈲山口電気工事（瑞穂区）／自転車
髙原京子（長久手市）／絵本
藤倉美由紀（長久手市）／マスク
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン等
古賀めぐみ（長久手市）／おもちゃ等
㈱名古屋食糧（中区）／お米

寄贈・招待

 ３月

㈱少年画報ヤング・
キングBULL編集部（東京都）／書籍

㈱名古屋食糧（中区）／お米
匿名／衣類等
カルビー㈱（中村区）／グラノーラ等
カーブスイオンモール長久手店（長久手市）／食品等
㈱トレジャープロダクション

（長久手市）／マスク・菓子等
匿名／洗濯機、ソファー等
釣屋俊次（瀬戸市）／キャベツ・マスク
吉次啓尚（東京都）／モップクリーナー・さすまた
河井道子（熱田区）／手提げ袋等
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
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）／菓子
匿名／タオル・ポーチ等
豊通ファイティングイーグルス㈱（中村区）／タオル
近藤吉彦（緑区）／ひな人形
資生堂社会福祉財団（神奈川県）／菓子
三菱商事㈱・トヨタ自動車㈱／水筒、弁当箱

 ４月

ツキノニジ（長久手市）／手作りマスク、パン
㈲ダスカジャパンクァウテモック

（茨城県）／チョコレート
門司一徹（東京都）／カード
釣屋俊次（瀬戸市）／レタス
飯田由彦（長久手市）／甘夏
㈱名古屋食糧（中区）／お米
高比良誠（長久手市）／たけのこ
プラス介護タクシー（瀬戸市）／お米、卵等
みよしぱくぱくファーム（みよし市）／いちご
トヨタ博物館

（長久手市）／ペーパークラフト、マスク等
匿名／チョコレートケーキ等
㈱キンブル（昭和区）／インスタント味噌汁
秋田良枝（豊山町）／生花
伊藤通康（長久手市）／たけのこ、菓子等
カルビー㈱（中村区）／じゃがりこ
エンジェル　アイ㈱（福岡県）／マスク
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱

（東京都）／カフェオレ
近藤産興㈱（南区）／缶詰等
ボラみみより情報局（中区）／トイレットペーパー

皆様の温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。
　令和２年３月から令和２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 を々ご紹介する
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

愛知中央
　ライオンズクラブ
高比良誠
森村大成
淺見　佳
西岡道治
西川道子
逢見仁一

新実由美子
森島章博
図子　緑
加納　明
安達鈴代
上原ひろ子
古池俊典
宇土知里

吉川和一
定森恭司
堀　勝
鈴木宏昌
今村紀子
澁谷正臣
松永尚忠
廣瀬規代志

堀田康雄
㈱カミヤマ
本田悦子
住奥雅美
山下　茂
金田綾子
㈱建光
河合雅代

ご寄付・ご寄贈・ご招待ありがとうございます

エムジェイ㈱
玉田直子
田畑　治
石丸美乃里
鈴木
沼賀弘美
中島成美
青山靖子

加藤佳代
川村賀子
㈱ジェネックス
渡邉美香子
匿名　5 名


