
「わたしたちにふさわしい世界」と“今”

「わたしたちが問題を起こしているのではあ
りません。わたしたちはそれらの問題を解決す
るのに必要な力なのです。わたしたちはお金の
かかるやっかいものではなく、投資の対象です。
わたしたちはただの若者ではなく、人間であり、
この世界の市民なのです。ほかの人たちがわた
したちに対する責任を担ってくれるまで、わた
したちは自分たちの権利のために、たたかいま
す。わたしたちには意志があり、知識があり、
感受性があり、熱意があります。
わたしたちは約束します。おとなになったと
きにも、子どもである今と同じ情熱をもって、
子どもの権利を守ることを。
わたちたちは約束します。お互いに尊敬の気
持ちと威厳をもって接することを。
わたしたちは約束します。違いがあっても、
心を開き、心を配るということを。
わたしたちは世界の子ども、生まれや育ちは
違っても、共通の現実を分かち合っています。
わたしたちは、すべての人びとにとってより
よい世界を作るため、ひとつになったのです。
あなたたちはわたしたちを未来と呼びます。け
れどもわたしたちは、“今”でもあるのです。」

国連子ども特別総会にて、各国の子どもたち
が集まり、考えまとめて、世界の大人たちに向
けて発信したメッセージ「わたしたちにふさわ

園長　　岩　田　正　人

しい世界（A World Fit for Us）」の内容の一部
です。
このメッセージが発せられてから20年程が経
過します。ようやく児童福祉法にて子どもの権
利条約の精神が盛り込まれ、子どもの権利主体
の理念が明確化されました。以前にも増して子
どもの意見尊重や参画、権利擁護が、盛んに言
われるようになりました。
しかしながら理念や精神は、広がり、理解さ
れたとしても、必ずしもそれらに辿りつき、適
うというわけではありません。
子どもよりも前に生まれ、少し先を歩んでい
る大人が、子どもという存在をいかに受け止め
るのか、まさに、“今”の目の前にいる子ども
やその声に対して、身近で、できることを行動
にする必要があるのではないかと思います。そ
してその結果に未来があるのだと考えます。

「わたしたちは子どもにふさわしい世界を求
めます。なぜならわたしたちにふさわしい世界
は、すべての人にふさわしい世界だから。」
このことを、子どもに関わる大人として、そ
して一施設として、コロナ禍でもありますが、
その姿勢を念頭に、具現化を図るために子ども
との毎日を大切に考え、行動に移して参りたい
と思います。

発行日 ＊ 2021年９月１日 
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　金田 綾子
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/

79
2021

Autumn

名古屋文化キンダー

ほると
ニュース

児童養護施設　名古屋文化キンダーホルト　機関紙



寺井　祐輔 さん
市原　美咲 さん
武藤　好美 さん

山川真奈美 さん
佐藤　一美 さん
高田　協子 さん
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質問①：キンダーホルトでの一番の思い出はなんですか？
質問②：キンダーホルトのみんなへの一言お願いします
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ありがとうございました！ありがとうございました！



総務部　児童指導員　千代 誠　
　総務部は職員の勤怠管理や施設会計、県への提出書
類の取りまとめなど役割が多岐にわたります。令和2年
度は新型コロナウィルスの為イレギュラーな勤務体制に
なることが多く、職員は常に疲労と不安を感じていまし
た。今年度は職員が安心して子どもたちとの関わる時間
を増やすことができる職場環境作りに努めてまいります。

学童男子　主任　河野 遼　
　この春、小さいころからホルトで長く過ごした高校3
年生5人の子どもたちが無事卒業し、新たな道へ歩みだ
しました。楽しいことや辛いことなどたくさんの思い出
があり、彼らからたくさんのことを学ばせてもらいまし
た。今年度も新たな仲間（子どもと大人）と、共に笑い、
共に遊び、時にはぶつかり合いながら、共に成長してい
きたいです。

学童男子

総務部

天は人の上に人を造らず　人の下に人を
造らず　　　（調理員　カフェル ふみ子）

今年から調理員として勤めさせて頂く柴
田裕太です。僕の調理員としての思いは
ただ一つ、「皆にバランスの良い食事で
おいしく楽しく過ごしてほしい。」この
気持ち一つです。なぜなら、それが心身
を共に育てるということを信じているか
らです。これから皆さんと協力して、居
心地の良いホルトを作り上げていきたい
です。　　　　　　（調理員　柴田 裕太）

「神よ、変えることの出来ない事柄につ
いては、それをそのまま受け入れる平静
さを、変えることの出来る事柄について
は、それを変える勇気を、そして、この
二つの違いを見定める叡智を、私にお
与えください。」ニーバの祈り
変えられないことは甘んじて受け入れ
て、自分ができることに全力を尽くそう。

　（調理員　金澤 絹枝）

You'll never find rainbow if you're 
looking down.“下を向いていたら、虹
をみつけられないよ”by　チャップリン
みんなが自分の虹をみつけられるように
サポートしていきます。よろしくね！
　　  （心理療法担当職員　川本 遥）

縁の下の力持ち。
どんなことも支えてくれている人がいる
から成り立っている。それを忘れずに頑
張ります。よろしくお願いします！

（保育士 青木 小季）

「過去を追うな。未来を願うな。今を切
に生きる。」歳を重ねるごとに響きます。
この職場でも「今、何が大切か」を考
えて身を置きたいと思います。

　　　　 　（事務員　伊藤 史帆）

学童女子　主任　田端 香代子　
　学童の女の子たちは、小学1年生が幼児グループから
上がってきます。大幅にメンバーが変わる事がないので
お互い助け合う関係と褒めあえる関係づくりを目標に、
安心安全が守られる落ち着いた環境づくりをお互いに協
力しながら目指していきたいと思います。今年は、みん
なで楽しめる企画もできればと思っています。

学童女子

ログ・カメリアの丘　主任　中山 紗奈　
　今年度、ログ・カメリアの丘は17歳、中学生2名、小学
生3名の6人の男の子たちと男性職員2名、女性職員2名
の4人と柴犬のチョコが１匹の計11名からのスタートとな
ります。男の子たち集団の為、元気が取り柄でもあります
が日常や遊びを通して子ども職員の色んな姿をみんなで見
つけていけたらいいなと思います。

ログ・カメリアの丘

フォワイエ　主任　岩川 茉央　
　今年度職員、子どもも新たなメンバーを迎え、そして
初めて職員が4人となります。
　新体制のフォワイエで一人ひとりの個性を発揮できる
ような、新しいフォワイエらしさを見つけていきたいと
思っています。また、いろいろなことに挑戦をして職員、
子どももお互いにたくさんの経験を積んでいけたらと
思っています。

フォワイエ

幼児主任　天野 香代子　
　平成30年度より、幼児を中心に小規模グループケアを
開始し、早くも3年が経ちました。生活様式、支援に大き
な違いはありませんが、より家庭的養護を目指して日々子
どもたちの支援にあたっております。
　令和2年度は新型コロナウィルスにより、施設行事、幼
稚園行事が縮小または中止となり、子どもたちの元気な
姿を見ることや皆さまに感謝を伝える機会を持つことが
できなかった一年となってしまいました。令和3年度はど
んな年になるでしょうか。令和3年4月からは幼稚園に通
う子どもたち5人、職員4名にてスタートいたします。子ど
もたち、職員共に体調に気を付けながら皆様に会えること
を楽しみにしております。

幼　児

各部署からの抱負

感謝
今年度からキンダーホルトでお世話になり
ます。１年目としてフレッシュな気持ちを
忘れずに子どもと一緒に成長していきた
いと思います。よろしくお願いします。

（児童指導員　加久保 亮平）

感謝の気持ちを忘れない
どんな時でも感謝を忘れずに、頑張っ
ていきます！よろしくお願いします。

（児童指導員　初田 奈々香）

自分らしく
自分の個性を大切にして、自分らしく子
どもたちと関わっていきたいです。

（児童指導員　柴田 美穂）



ン プャキ

コロナ禍の中での生活の様子

　新型コロナウィルスなるものから、今までキンダーホルトが行って
きた子どもへの生活支援について考え直すきっかけとなりました。子
ども達は、集団生活をしておりコロナウィルスが一度入り込んだらク
ラスターが発生し、子どもの生活、また生命に直結しかねない問題でした。外で遊ぶことが大好きな子どもたちは、
部屋の中でどうやったら楽しく遊べるかを職員たちと一緒に考えてきました。コロナの中でもどうしたら外で遊べる
かを考え、公園や山に川といったリスクの低いと思われる自然の中で遊んできました。子ども達は、最初こそ乗り
気でなかったものの、自然の中に行くと目いっぱい遊ぶ姿からは改めて子どもは「遊びの天才」だと思いました。
今年度も続くコロナ禍ですが、元気いっぱいの子どもと一緒に乗り越えたいと思います。

（医療的ケア担当職員　大塚 昭徳）

　社会人となった卒園生達は、仕事・人間関係・経済苦等の悩みから、日々の生活に追われ困っていました。
　昨年秋よりホームAI（退所児童自立支援ホーム）を３ヶ月程生活の立て直しのために、利用した卒園生がいました。
人と繋がり、相談することができる人は再出発の道が開け新たなチャレンジをしています。卒園生が困った時の相
談先の一つに、キンダーホルトが担える場であり続けたいと思います。

（家庭支援専門相談員　前山 ひろみ）

再出発（Fresh start） 

ゆかいな仲間たち 学童女子キャンプ

雪山キャンプ

愛知航空ミュージアム

伊良湖サイクリング

ちびっこキャンプ



喜多一憲氏（元園長）を偲んで
　突然すぎる病に心の整理が出来ず唖然としたあの日からもう一年。
　2021年4月12日キンダーホルトの基礎を積み上げて下さった喜多一憲さんの一周忌。
　キンダーホルト創立から平成20年3月迄の間、児童指導員、園長として職員を温かく指導して頂きキンダーホ
ルトの大黒柱でした。
　亡くなる10ヶ月前の7月に富士山を見に行こうと馴染みの職員と一泊旅行を企画し運良く参加することができ
た。中華料理のフルコースの夕食時「紹興酒を飲まないとね」満願の微笑みで現役時代の思い出話に盛り上がり、次々
と話を変え、飽きることなく私たちを和ませてくれた。8月には私の叙勲の祝いのパーティーの実行委員長に手を
挙げて下さり、丁寧なお祝いの言葉を頂戴し、この宝もののおかげで私は泣かずに今、前に進み過ごしている。
そして9月、病気を知らされ入院となりました。『やらないかん事が沢山あるんだ』と弱音を吐かず頑張り続けました。
　今思えば、職員との旅行中に苦しそうな様子が伺えた時がありました。
　「大丈夫ですか？」『生きとるから大丈夫』
　何もかも承知で最後まで走り抜けました72歳でした。
　空を見上げ思い出します。お疲れ様でした。ありがとうございました。

　　（キンダーホルトを支える会　会長　金田 綾子）

　もう１年が経つのかと月日の流れを改めて感じております。喜多先生には私が小学2年の時から高校卒業まで
いろんな経験をさせてもらいました。夏のキャンプや施設内でのソフトボール大会、学校の勉強などいろいろ教
えて頂きありがとうございました。私が印象的な喜多先生はバンダナ巻いてワイルドなお鬚にガタイの良いクマ
先生で時には厳しく時には優しく頼り甲斐がある尊敬の出来る先生でした。私が卒園してからも良い相談相手に
なってもらい本当にありがとうございました。ご家族の皆様のご健康を心よりお祈り申し上げてます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（卒園生　山本 芳史）

令和2年4月12日のイースターの日にご逝去されてから、はや1年が経ちました。大きな存在であったため、未
だに十分な受け止めもできないまま、あれからの日々を過ごしております。
皆様方におかれましては、コロナ禍であり、ご家族のご意向もあり、事後でのお知らせとなりましたこと、ご
理解ご容赦頂ければと存じます。
改めてキンダーホルトの元園長であった喜多一憲氏の経歴を振り返りますと、岐阜の児童養護施設で勤められ
たのち、昭和60年にキンダーホルトへ児童指導員として赴任されました。平成2年から園長職に就かれてから、
平成20年定年退職を迎えられるまで、長きにわたり、社会的に養護が必要となった子どものために、その権利
や人権が護られる養護実践を展開されてこられました。その間には、全国児童養護施設協議会の副会長や全国
児童問題研究会の会長など様々な役職も歴任され、ご活躍されておりました。そして、その後は、中部学院大学
の教授、長久手市社会福祉協議会の会長を務められ過ごされておりました。
喜多先生と言えば、いつもバンダナを巻いているお姿が印象に残っており、きっと、今でもバンダナを巻き、
子どものことを考えたり、話しかけているんだろうと相も変わらないお姿を想像してしまいます。
きっとこれからも、喜多先生と関わられたホントに多くの皆様のこころの中にも生き続けられるんだろうと思って
おります。

最後に、現園長から元園長の喜多先生へ
喜多先生、ありがとうございました。どうか子どもたちのことを見守ってください。そして私たちへの励ましや
時にはお叱りの言葉も届けてください。これからも喜多先生のご遺志をキンダーホルトの職員とともに繋ぎ、拡
げていきたいと思います。どうぞ、ごゆっくりとお休みください。　（名古屋文化キンダーホルト園長　岩田 正人）



寄贈・招待

８月
原田むつ子（長久手市）／マスク
滝浪常雄（尾張旭市）／菓子、すいか
安藤妙子（長久手市）／日用品
井上幸三（瀬戸市）／カレーまん等
服部純（新潟県）／お米
日本赤十字社愛知県支部（東区）／タブレット
アイシン労働組合（刈谷市）／積み木セット
岡村美月（長久手市）／花火
佐分俊之（西区）／花火
長久手市社会福祉協議会（長久手市）／プチマドレーヌ
中村美智子（長久手市）／衣類
川瀬雅博・益子（岐阜県）／かぼちゃ
後藤美津代（瀬戸市）／お米
愛知県信用農業協同組合連合会（中区）／ぶどう
小樋山桂佑（新潟県）／時計
塚本氷問屋（天白区）／あられ
高橋敏彦（名東区）／乳酸菌飲料
屋久島東部茶生産組合（鹿児島県）／茶葉
山﨑晃司（知多市）／図鑑
門司一徹（東京都）／カード
丸大産業（株）（中村区）／月刊グラン
㈱名古屋食糧（中区）／お米
９月
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱（中区）／キレートレモン
佐川急便㈱（東京都）／カップ麺
㈱MTG（中村区）／マスク、石鹸
後藤光江（豊明市）／扇風機
㈱名古屋食糧（中区）／お米
㈱ZEAR（中区）／衣類等
石原（瀬戸市）／ドッグフード等
高比良誠（長久手市）／メロン
匿名／梨
伊藤定廣（愛西市）／野菜
杉本成弘（長久手市）／モロヘイヤ
㈱トーハン（中区）／児童図書
杉江尚孝（長久手市）／チョコレート
デルタ航空（中部国際空港）／トイレットペーパー等
青山修造（神奈川県）／自転車、オーブントースター等
大宝運輸㈱（みよし市）／ジャム等
チュチュアンナ（大阪府）／靴下
日本ガイシ㈱（瑞穂区）／保存水
山田丕史（長久手市）／栗
丸大産業（株）（中村区）／月刊グラン
10月
㈱名古屋食糧（中区）／お米
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱（東京都）／飲料
プラス介護タクシー（瀬戸市）／お米
伊藤通泰（長久手市）／ボストンバッグ
戸田宣寛（長久手市）／お米
匿名／梨
加藤善長（長久手市）／お米
安藤妙子（長久手市）／冬瓜、衣類
渡辺美代子（弥富市）／菓子
細井章司（長久手市）／お米

後藤美津代（瀬戸市）／お米
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
11月
吉兼章仁（天白区）／苺の苗
渡邉美香子（東京都）／絵画
中日青葉学園（日進市）／食品
奥村陽子（豊田市）／ぶどう、コーヒー
丸大産業（株）（中村区）／月刊グラン
山田奈津子（名東区）／マスク、文具等
㈱名古屋食糧（中区）／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）／菓子
JAあいち尾東長久手支店（長久手市）／野菜
中嶋洋（中村区）／お米
片山（長久手市）／本
安藤妙子（長久手市）／衣類
匿名／みかん
加藤善長（長久手市）／もち米
松原美代子（長久手市）／野菜
愛知県経済農業協同組合連合会（中区）／お米
青山咲子（長久手市）／お米
井上幸三（瀬戸市）／野菜
㈱さんわコーポレーション（大治町）／鶏肉
匿名／お米、菓子
瀬戸市社会福祉協議会陶原地区社協（瀬戸市）／野菜等
久木典子（長久手市）／クリスマス飾り
匿名／掃除機
12月
全国シャンメリー協同組合（東京都）／シャンメリー
久木典子（長久手市）／クリスマス飾り、ココア
永野千津（日進市）／柿
日本鏡餅組合（新潟県）／鏡餅
エグチスチール㈱（守山区）／みかん
牧田淳（清須市）／映画招待、絵本等
㈱名古屋食糧（中区）／お米、のし餅
長久手自然学習会（中区）／小豆
浅井製材所（東区）／マスク
浅田亮太（千種区）／CD
宮澤和俊（京都府）／りんご
㈲スフィア（千種区）、㈱CRIE（中区）／クリスマスキャンディー
服部純（新潟県）／お米
村瀬睦（日進市）／アルファ米
本田悦子（みよし市）／お米、菓子等
㈱チュチュアンナ（大阪府）／靴下
くらちゃんハウス（東海市）／みかん、コーヒー
名糖産業（西区）／クリスマスチョコレート
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱（東京都）／コーラ等
小川則子（一宮市）／お米
尾張旭市社会福祉協議会（尾張旭市）／図書カード
山中文人（小牧市）／テント
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
駿河賢吾（豊橋市）／牛肉、ウインナー
カルビー㈱（中村区）／菓子
三好丘緑フード・バンク支援センター（みよし市）／食品
大和証券グループ（東京都）／チョコレート等
㈲滝川設備サービス（長久手市）／クリスマスケーキ
匿名／菓子

近藤産興㈱（南区）／タオル等
鈴木（長久手市）／みかん
西川道子（守山区）／はがき
浅井律子（日進市）／みかん
佐分俊之（西区）／いちご、ドーナツ
ワールドメイト（東京都）／クリスマスプレゼント
レインボーファンデーション（中区）／雑貨等
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
１月
釣屋俊次（瀬戸市）／りんご
匿名／お米、鏡餅等
㈱名古屋食糧（中区）／お米
與語和生（長久手市）／菓子
二コリファクトリー（長久手市）／パン
牧野研二、直美（日進市）／ローテーブル
駿河賢吾（豊橋市）／アイスクリーム、牛肉
㈱ゆうちょ東海エリア本部（中村区）／ノート
匿名／本、おもちゃ等
三俣広明（天白区）／麦茶
杉江尚孝（長久手市）／チョコレート
三好丘緑フード・バンク支援センター（みよし市）／食品
富田（日進市）／パジャマ等
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
２月
井上幸三（瀬戸市）／みかん等
㈱名古屋食糧（中区）／お米
匿名／トイレットペーパー等
愛知県信用農業協同組合連合会（中区）／みかん
日本ゼネラルフード㈱（中区）／ランドセル
松本みどり（長久手市）／菓子
カルビー㈱（中村区）／菓子
駿河賢吾（豊橋市）／牛肉
ありさんプロ㈱（福岡県）／絵本、CD
三河屋本店（清須市）／ひなあられ
㈱ワイティーエス（東京都）／布マスク
三好丘緑フード・バンク支援センター（みよし市）／食品
㈱三菱UFJ（中区）／クッキー
廣田壮之輔（昭和区）／幼児用教材
社会福祉法人中部善意銀行（中区）／学用品、デイパック
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
３月
名糖産業㈱（西区）／チョコレート
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱（東京都）／飲料
廣田壮之輔（昭和区）／幼児教材
杉江尚孝（長久手市）／チョコレート
名古屋食糧（中区）／お米
安藤妙子（長久手市）／衣類
中西（守山区）／冷蔵庫、家具
古賀めぐみ（長久手市）／学用品等
NTTビジネスアソシエ西日本東海支店（中区）／アルファ米、水
丸大産業㈱（中村区）／月刊グラン
長久手市社会福祉協議会（長久手市）／食品
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱（中区）／サイダー
浅井成美（長久手市）／図書カード
三好丘緑フード・バンク支援センター（みよし市）／食品
河井道子（熱田区）／手提げ袋等
㈱ジェネックス（中村区）／鉛筆

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８月から令和２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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （順不同・敬称略）

ご寄付・ご寄贈・ご招待ありがとうございます

「ささえる会」
へのご入金

岡村美月
池田和枝
淺見佳
森村大成

鈴木
川瀬雅博
山吹淑子
宮澤和俊

北川好郎
堀場純矢
松永尚忠
㈱ジェネックス

菱田博之
廣瀬規代志
五輪秀朗
大西法子

高比良誠
猿投山の鬼
㈲滝川設備サービス
愛知聖ルカ教会

駿河賢吾
西川信
NPO法人イエローエンジェル
浅田亮太

後藤美津代
エムジェイ㈱
井出馨
ヒールザワールド名古屋

匿名　4 名


