
桜咲く季節、希望に胸膨らませた笑顔たちとともに

４月早々、ふと玄関口の桜が咲く樹を眺めてみ
ると、知らず知らずのうちに太やかで丈夫にみえ
る幹にまで成長していたことに、はっと気がつき
ました。確か 10 数年前の施設移転のときには、植
えたばかりでひょろりとしていて、雨風が吹くた
び、幹ごと揺れ動き、添え木がなくては耐えられ
ないのではないかといつも心配になってしまうほ
どの、そんな桜の樹でした。

桜咲く季節、その桜の樹のもとに、幼稚園入園
を迎えた幼児さん、ちょっと大きくて真新しいラ
ンドセルを背負った新小学１年生、今春から変わ
りブレザーの制服を着た女子中学新１年生、それ
ぞれの進路選択を経て、進んだ新高校１年生、ま
た３月にホルトを退所して、短大の入学式帰りに
「ホルトに立ち寄った」とスーツ姿の19歳の女の子。
どの子も希望に胸膨らませた笑顔たちで、桜の樹
とともに節目を祝い記念写真を撮る光景がありま
した。

“子どもの発見者”として知られる J．J．ルソーの
「子どもは小さな大人ではない。」との言葉の通り、
子どもは単に身体が小さいだけの大人ではなく、
今しかない子ども時代には、固有の世界観で子ど
も期でしか経験できないことや、あるいはしっか
りと記憶に刻まれ目に焼きつく光景や体験がどこ
まであったのだろうかということが大切になるん
だろうと考えます。『あなたはもう小学生でしょ』
『もう大人でしょ』と急かされてしまうのは酷なこ

園長　　岩　田　正　人

とで、十分な生活が保障されず、育ちの空白があ
る子どもたちにとっては、なおのことでしょう。
今春から民法改正に伴い18歳成年となりました。
親権から離脱するため、社会から早く大人になれ
と急かされやしないかが心配です。積み残したこ
とがないだろうか、子ども期の日々を満足してい
たのだろうか、時には振り返ることもできていた
のだろうかと節目に到達するまでの時間と中身の
ことを、桜の樹のもとに集まる笑顔たちの傍らで、
いつも考えさせられます。

デジタル化のなかで、カメラで撮った記念写真
の記録データはパソコンで保存されてはいます。
その一方で、子どもが写真を見て懐かしんだり、
振り返ったりしにくくなっているようにも感じま
す。振り返ることが確かな一歩へとつながること
と思いますし、子どもをサポートし養育・支援す
る側も、確かな記録データよりも淡さはあるにせ
よ、その時その時の成長や光景を脳裏に焼きつけ
記憶して、さらには「あ
の時は、○○だったんだ
よ」「こんなことがあった
んだよ」とエピソードを
携えて、またいつかの節
目をその子どもと桜の樹
のもとで祝うその日まで
に、ともに太やかに年輪
を重ねてほしいと願いま
す。
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　一昨年は新型コロナウィルス感染拡大防止の為、例年通りのキャンプが実施出来ず、昨年度はどうなるか不安定な中での計画から始まり
ました。職員・子どもみんなで力を合わせて知恵を出し合い、キャンプ場の貸し切り等感染対策を講じてキャンプを実施することが出来ました。
ここ数年で職員も子どもも入れ替わりが多くホルトのキャンプを経験していない人が増えている現状から本園・地域小規模全員で行く形に
したのもとても良かったと感じています。久しぶりの全体行事で私自身もエネルギーをもらいました。このキャンプをきっかけにまたキンダー
ホルトの行事が活発になるといいなと願っています。  　　　　　　　　　　　　　  （佐藤）

キャンプ① ちびっこキャンプチーム
　学童の子どもたちと同じように海に入ったり、キャンプファイ
ヤーは出来なかったけれど、みんなで雑魚寝、カレーを外で食べ

たりと2泊３日のキャンプにちびっこ
（２, ３, ４歳）３人も参加することが
出来ました。
　小さな水族館に出掛けたりご当地
グルメの伊勢うどんを食べたりとみ
んなニコニコの３日間でした。 

（天野）

キャンプ③ カヌー班チーム
　私自身、初めてのキャンプで何もかもが真新しくカヌーをするの
も今回が初挑戦でした。ぶっつけ本番で高１男子と挑んだカヌー
はなかなか思うように前に進まず悪戦苦闘でした。
　徐々に水の抵抗にも慣れてくると、
早く漕げるようになり、２人で面白
おかしくカヌーを楽しみました。しか
し、次第にボート内に水が浸水して
きて沈没しかけるという予想外のハ
プニングが発生しました。二人で慌てて水を外へかき出したり、
岸まで全力で漕ぎまわったりして大変な思いをしましたが、お互
い励まし合いながら一生懸命頑張ってなんとか無事に帰って来ら
れたのはとても良い思い出です。
　また機会があればカヌーをリベンジしたいと思います。　（米倉）

キャンプ⑤ 無人島チーム
　無人島では子どもと大人がそれぞれグループに
分かれて過ごしていました。砂浜で遊ぶ子、海水
浴をする子、銛を持って狩りに出る子、大人も子

どももとても楽しそうにし
ている姿が印象的でした。
普段出来ない大自然に触れ
る貴重な経験になったこと
かと思います。 　（加久保）

キャンプ② イルカ島チーム
　竜宮城、人魚姫の遊覧船に乗ってイルカ
島へ行って来ました。イルカ島の近くにあ
る海で水遊びをした後、イルカ島でイルカ
ショーを見てイルカに餌やりをしました。
　子どもたちからはイルカの餌やりが楽し
かったという声が挙がっていました。

（柴田美）

キャンプ④ 鳥羽水族館チーム
　私自身が初めてのホルトキャンプでドキド
キしながら参加しました。子どもたちがキャ
ンプに行く前から楽しみにしていたので、そ
れに私も巻き込まれ準備から楽しむことがで
きました。当日は公共交通機関を利用して水
族館に行き、初めての経験からか緊張で顔が
強張っている子や周囲の

景色を楽しむ子がいました。子どもの“初めて”
を一緒に過ごすことが出来て良かったと感じま
した。職員も子どもも水族館では楽しむこと
が出来、周りの人の事も考えて行動している姿
が印象的でした。ホルトでの生活では見ること
の出来ない子どもたちの顔を見ることが出来、
職員としても良い思い出になりました。 

 （柴田花）

　2021年はコロナ禍により全体行
事が減っていた為、何としてでも全
体で行いたい意思のもと全体でホ
ルトクリスマス会を行うことが出来
ました。子ども、職員それぞれが自
分の役割を一生懸命に全うする姿
は何よりも輝いており、涙腺が緩むほどでした。全員でスライド
ショーを見ながら1年を振り返り、思い出を共有する時間はかけが
えのないものになりました。  　（市村）

　キンダーホルト、地域小規模、第三者委員で2年ぶりのおもちつきを行いました。こじんまりとして子どもと職員のゆっ
くり過ごせる時間になりました。ついた餅に自分で好きな味をのせ形をとり、職員考案の新味のチョコやミルクティー
もあり楽しかったです。子どもから「味付けしておいた餅の方がいいな～。」との声がありました。例年は民生委員さ
んに手伝ってもらい味をつけて、「大きくなったね」など言葉を添えて振る舞っていた餅だったな。支えられている感
謝の思いと、また大勢でもちつきがしたいなと思う機会になりました。   　 　（佐久間）

　3月24日に卒園・卒業お祝い会を開催させて頂きました。長期にわたり入所していた児童が一人暮らしへと
自立したり、家庭へと引き取られた子と今年も何名かの子どもたちがキンダーホルトより旅立っていきました。
その中で自立していった児童からのコメントをこの場をお借りして掲載させて頂きます。

～「今の自分がすき」～
　この 4 月より一人暮らしを始め、奨学金を利用して美容関係の専門学校に通い出しました。私の中では18 歳までには自立をしていくことを決めて
いたので、施設で暮らした経験が今活かされていると感じています。施設の生活にはルールがありますが、地域小規模施設フォワイエの職員さんは
今の私にとって何が必要なのか？の視点かで常に接し私が危なかしい行動をとった時には、修正をしながら、私自身に考える時間を与えてくれて、決
めさせてくれました。そのおかげで今は周りに影響されることなく、自分の好きなことをやり、やりたいことの為に日々忙しくしている事で、自信に
も繋がっています。施設を退所して寂しくなればフォワイエに遊びに行き、私にとっては実家と思える場所です。血の繋がりはありませんが、信頼で
きる職員さんや里親さんとの繋がりは私にとっては大きく、素直に頼れる存在であり、支えてもらっています。人との繋がりの中で、いろいろな考え
方を学び、今の自分があると思います。私は「今の自分が好き」と自信をもって言えます。    　　　（卒園生Y・Y）

キャンプ（全体）を実施して

卒園・卒業お祝い会

もちつきたいか～い

クリスマス会

昨年度の行事報告 昨年度もコロナ禍ではありましたが、感染防止対策等しながら行事も一年間行ってきました。
ここで改めてご報告させて頂きます。



理事 石丸先生 追悼文

　令和３年度中に前期8件、後期7件合計15件の苦情を受け付け、第三者委員と共に苦情の解決にあたりました。内訳の詳細につき
ましては下記をご覧ください。
　苦情は常に各受付担当者が直接、電話、書面等で受け付けています。受け付けた苦情は第三者委員に報告し迅速な解決に努めます。
また、当施設で解決出来ない苦情については愛知県社会福祉協議会に設置された運営適正委員会（℡ 052-212-5515）に申し立
てることも出来ます。

　キンダーホルトのホームページが新しくなりました。今後もほるとニュース、ホームページ、Facebook等を通じ子どもたちや施設
の様子を身近に感じて頂けるよう努めてまいります。

キンダーホルト新ホームページアドレス　https://kinderhort.jp/

＜ホームページ新しくなりました！＞

　３月３日のひな祭りに合わせて卒園生がご自身の
アルバイト先のオーナーさんと協力して子どもたち
の為にケーキをご用意してくださいました。彼女自
身が在園していた時に７段飾りの前で写真を撮るな
どとても楽しい思い出が残っていたそうで、現在在
園している子どもたちにも同じように感じて欲しい
と思い今回のケーキの寄贈に至ったそうです。
　彼女は「Isis（イシス）」というブランドで自身の
作成したアクセサリーを販売しております。
Instagramで isis_bymoekondo を検索していた
だくと彼女の作品がご覧いただけます。
　また、今回ご協力頂いた喫茶店「おうち菓子
madam an（昭和区川名駅近く）」も大変素敵な
お店です。ぜひ足をお運び頂きたいと思います。 

（千代）

　以前より園庭の一部を畑として使用してきました
が、日当たりや土壌の問題でなかなか思っていたよ
うに栽培が上手くいきませんでした。今回、地域の
方のご支援を受け近隣の市民農園の一角をお借りす
ることが出来ました。また、農作業のご指導も合わ
せて行っていただけるので素人の職員と子どもたち

も安心できます。
次 回 の ほ る と
ニュースでは夏野
菜の収穫の報告が
出来ると思います
ので楽しみにして
いてください。

（河野）

＜ちょこっと報告＞

前　期

後　期

合　計

入所児童

3件

0件

3件

保護者

4件

1件

5件

地　域

1件

2件

3件

児童相談所

0件

1件

1件

その他関係諸機関

0件

3件

3件

合　計

　8件

　7件

15件

＜苦情解決受付報告＞

「キンダーホルト園芸部」「ひな祭り」

　キンダーホルトの子どもたちがお世話になっていました子どもクリニック院長の石丸美乃里先生が、令和４年３月４日
にご逝去されました。慎んでご冥福をお祈り申し上げます。
　キンダーホルトとは、子どもたちがよく通院していた病院であり、いつもいつも親切に、丁寧に、そしてとても優し
く言葉をかけられ診察していただいておりました。また平成31年までキンダーホルトの理事職を担っていただいており
ました。長い間、石丸先生からたくさんの優しさをいただき、子どもたちを支えていただいておりました。そのお人柄
から、診察していただいたすべての子どもたちのこころにずっと生き続けていくと思います。



園　長 　岩　田　正　人
事　務 　伊　藤　史　帆
自立支援担当職員 　千　代　　　誠
家庭支援専門相談員 　前　山　ひろみ
家庭支援専門相談員（補佐） 　田　端　香代子
里親支援専門相談員 　肥　後　　　敬
バックアップ職員 　佐　藤　美沙央
医療的ケア担当職員（看護師） 　大　塚　昭　徳
心理療法担当職員 　川　本　　　遥
事　務（補佐） 　朝　岡　康　夫
事務パート 　樋　口　ひろみ
相談及び学習担当等 　西　川　　　信

学　童
　Ａグループ  　加久保　亮　平　　太　田　みなみ
　Ｂグループ  　村　井　駿　介　　柴　田　花奈海
　Ｃグループ  　河　野　　　遼　　初　田　奈々香
　個別対応職員  　武　藤　佑　太
　Ｄグループ  　天　野　香代子　　小　川　紗央里
  　柴　田　美　穂　　牧　野　元　貴
  　水　野　希　咲
地域小規模 フォワイエ 
 廣　瀬　茉　央　　白　石　雄　二（基幹的職員）
 野　口　大　将　　柴　田　野乃花
地域小規模 ログ・カメリアの丘 
 石　原　沙　姫　　中　山　紗　奈
 米　倉　浩太郎　　青　木　小　季
栄 養 士 佐久間　久美子
厨房職員 澁　谷　正　一　　金　澤　絹　枝
 高　柳　公　治　　竹　平　優　子

令和4年度 職員構成
　今年は６名の新しい職員さんをお迎え
し部署間の異動もあり今年度は下記の職
員体制にてスタートしていきます。
　本年度も宜しくお願い致します。

退職職員、新任職員のご報告
　この時期は別れもあり出会いの季節となりました。昨年度を以ってキンダーホルトを退職した職員そして
今年度より新任された職員のご紹介をこの場にて報告させて頂きます。

保　育　士　　伊　藤　成　宏
児童指導員　　市　村　実　香

調　理　員　　カフェル　ふみ子
調　理　員　　柴　田　裕　太

― 令和３年度　退　職　職　員 ―
パート職員　　金　田　綾　子
パート職員　　楳　村　雅　子

　令和３年度篠原欣子記念財団様より児童福祉施設助成を受配し
児童用パソコンを購入致しました。子どもたちも授業等でパソコン
を使用する機会が増え、台数が不足していましたので大変助かって
おります。この場をお借りして報告と感謝を申し上げます。

＜助成金受配のご報告＞

― 令和４年度　新　任　職　員 ―
Dグループ職員 Dグループ職員 地域小規模 フォワイエ職員

保育士　
牧　野　元　貴

保育士　
水　野　希　咲

児童指導員　
野　口　大　将

地域小規模 フォワイエ職員 厨房職員 厨房職員

保育士　
柴　田　野乃花

調理員　
高　柳　公　治

調理員　
竹　平　優　子



寄贈・招待
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
杉江尚孝（長久手市）／チョコレート
㈱名古屋食糧（中区）／お米、のし餅
安藤妙子（長久手市）／衣類、洗剤、椅子
中西（守山区）／家具、家電
古賀（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、おむつ
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱（中区）／飲料
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
飯田由彦（長久手市）／野菜、飲料等
One Life（名東区）／菓子
岸翔太（中川区）／冷蔵庫等
伊藤通康（長久手市）／たけのこ、タオル
NTPグループ／ボードゲーム、DVD
金田真弓（日進市）／ミシン
㈲スフィア（千種区）／おもちゃ、自転車等
後藤美津代（瀬戸市）／お米、塩等
森岡望（豊田市）／衣類
秋田秀夫・佐和子（中村区）／甘夏
三菱地所㈱中部支店（中区）／カロリーメイト
吉田達弘・里江（名東区）／自転車
平井秀典（長久手市）／バナナ、野菜
明治牛乳高針販売店（名東区）／ジュース
鈴木伸明（日進市）／わかめ
山田丕史（長久手市）／菓子、果物等
加藤俊郎・美子（長久手市）／スナップエンドウ
東海アイスクリーム協会（東区）／アイスクリーム
片山浩（長久手市）／ジュース
匿名／テント用品、電動ピアノ等
田中尚己（守山区）／扇風機、ドライヤー
マックスバリュ長久手店（長久手市）／菓子
㈱ユーザン（長久手市）／野菜、果物
㈱チュチュアンナ（大阪府）／靴下
相原愛（長久手市）／クラシックコンサート招待
朝倉千枝（長久手市）

／書籍、ブロック、ティッシュ、衣類、花
高比良誠（長久手市）／野菜、ぬいぐるみ等
匿名／自転車
新屋賢一（日進市）／アイスクリーム
親切会中部支部（稲沢市）／洗剤
浅田捷馬（北海道）／甘夏
内山利春（豊田市）／花、すいか
匿名／カルピス、みかん等
㈱フレーベル館（東京都）／絵本
㈱ファーストリテイリング（東京都）／衣類
名古屋第一赤十字病院（中村区）／水
井上幸文（瀬戸市）／野菜、果物
萱原紋（昭和区）／子ども用ヘルメット
㈱カナオコーポレーション（尾張旭市）

／スポーツ用品、マスク等
前川晴加（天白区）／雑貨等
匿名／果物
エグチスチール㈱（守山区）／菓子

名古屋キワニスクラブ（中村区）／自転車、ゲームソフト
匿名／すいか
愛知県信用農業協同組合連合会（中区）

／お米、果物等
匿名／すいか、菓子
匿名／お米、タオル等
杉本成弘（長久手市）／野菜
い志かわ浄水店（豊田市）／食パン
佐分俊之（西区）／おもちゃ、果物
戸田宣寛・時江（長久手市）／お米、プチトマト
NPO法人楽歩（長久手市）／食品
NPO法人ながいく（長久手市）／パン、菓子
林政長（東京都）／マスク
恩田真美（尾張旭市）／タピオカキッチンカー
山門輝男（長久手市）／ベッド
土井理美（東京都）／ミシン、自転車等
㈱トヨタシステムズ（中村区）

／石鹸、パソコン、モバイルPC
日本海老協会（東京都）・毎味水産㈱（一色町）

／ボタン海老
フードバンク愛知（北名古屋市）

／ウェットティッシュ、お米
匿名／麦茶
山口育男（緑区）／マスク
匿名／おもちゃ、雑貨等
青山咲子（長久手市）／お米
服部純（新潟県）／お米
文屋（長野県）／絵本
渡邉美代子・法子（弥富市）／菓子
中井友香理（天白区）／Tシャツ
㈱ゼンショーライス（福島県）／お米
卒園生保護者／みかん
㈱グランパスエイト（豊田市）／ユニフォーム
匿名／衣類
中部善意銀行（中区）／菓子、かばん等
㈱ZEAR（中区）／衣類
IKEA長久手（長久手市）／ソファー等
加藤勝（長久手市）／柿
加藤善長（長久手市）／お米
大宝運輸（みよし市）／食品
西川道子（守山区）／みかん
吉永裕介（千葉県）／ゲーム
本郷教一（広島県）／お米
シャトレーゼ瑞浪店（岐阜県）／ケーキ等
㈱ユウアイプランニング（日進市）

／パソコン、プリンター等
匿名／みかん
㈱リズムコーポレーション（刈谷市）

／シャンプー、ドライヤー等
匿名／図書カード等
㈱オールドリバー（大治町）／鶏肉
日本鏡餅組合（新潟県）／鏡餅
あいち定時制・通信制父母の会（日進市）／柿
宮澤和俊（京都府）／りんご
駿河賢吾（豊橋市）／アイスクリーム、牛肉等
エグチスチール㈱（守山区）／みかん
㈱マイスター名古屋営業所（飛島村）／ジュース
長久手自然学習会（中区）／あずき
鈴木ちひろ・清野（長久手市）／衣類、オーディオ
北川好郎（長久手市）／炊飯器、テレビ等
全国シャンメリー協同組合（東京都）／シャンメリー
ドミノピザ杁ヶ池店（長久手市）／ピザ

CBCチャリティ募金事務局（中区）／菓子
ムーンバット㈱（東京都）／傘、レインコート等
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）／チョコレート
グローバルタウン尾張旭店（尾張旭市）

／クリスマスブーツ
毎日新聞大阪社会事業団（大阪府）／絵画
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
吉兼章仁（天白区）／菓子
川瀬雅博・益子（岐阜県）／野菜等
二コリファクトリー（長久手市）／パン
パラディ（東区）／衣類、ケーキ
あさひ寿し（千種区）／フライドチキン
ヘアメイクジェンテ（千種区）／ヘアアレンジ
㈱トリニティコンサルティング（中区）／ギフト
エンフィールド（東区）／キックボクシング体験
㈲滝川設備（長久手市）／クリスマスケーキ
山下孝司（尾張旭市）／ブルーレイレコーダー等
日本キリスト改革派長久手教会（長久手）／菓子
林亨（南区）／夢市場キンダーグッズ消しゴムくじ
梅田理恵（瀬戸市）／テレビ
鈴木（長久手市）／みかん
眞子秀美（みよし市）／本
コストコ守山倉庫店（守山区）／雑貨
すまいるベリーズ長久手（長久手）／いちご
井出馨／菓子
ひまわり元気農園（東郷町）／野菜
代口愛香（天白区）／マスク
㈱キンブル（昭和区）／立体シール
中日新聞社会事業団（中区）／観劇招待
川添孔平（東京都）／ドライヤー
㈱あんしんネットあいち長久手営業所

（長久手市）／お米、洗剤等
匿名／タオル、スプーンセット
匿名／お米、餅
匿名／バスケットボール用品
木村麗士／芋
杉本美苗／みかん
㈱KADOKAWA（東京都）／マスキングテープ
㈲魚臣（瀬戸市）／お寿司
匿名／白菜
卒園生保護者／野菜
日本赤十字社愛知県支部（東区）／空気清浄機
匿名／ヘアアクセサリー
浅井律子（日進市）／りんご
匿名／おもちゃ
（資）三河屋本店（清須市）／ひなあられ
日本ゼネラルフード㈱（中区）／ランドセル
愛知県労働者福祉協議会（熱田区）

／新型コロナウィルス抗原検査キット
ベリーグッドファーム㈱（福岡県）／いちご
上野幸雄（長久手市）／衣類等
トヨタファイナンシャルサービス㈱（西区）／水
トヨタファイナンス㈱（東京都）／ビスケット
㈱名古屋銀行（中区）／クラッカー等
伊志嶺千明（長久手市）／文房具等
川瀬弘道（中川区）／アイスクリーム
野木広輝（三重県）／ぶり
㈱包む（東京都）／ラッピンググッズ
近藤萌／ケーキ

　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３年３月から令和４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 を々ご紹介すると
ともに、この場を借りてお礼申し上げます。        　　　（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

井出　馨
淺見　佳
ヒールザワールド名古屋
加藤暢夫
鈴木
吉田達弘
森村大成
住奥雅美
大原祐司
高比良誠
川村賀子
沼賀弘美
貝川直子

加納　明
エムジェイ㈱
鈴木宏昌
田　眞花
堀田康雄
吉川和一
澁谷正臣
松本太一
新実由美子
中島成美
安達鈴代
廣瀬規代志
玉田直子

牧野研二・直美
森島章博
加登とも子
図子　緑
NPO法人イエローエンジェル
渡邉美香子
五輪秀朗
大村由美
鈴木由美子
令和の寅さん
河合雅代
浅田亮太
権道寺弘法堂

古池俊典
山吹淑子
上原ひろ子
㈱ユウアイプランニング
森　翔吾
宇土知里
池田和枝
大西法子
菱田博之
川瀬雅博
毎日新聞大阪社会事業団
㈲滝川設備サービス
猿投山の鬼

愛知聖ルカ教会
眞子秀美
淺田捷馬
瀧澤昌弘
堀場純矢
瑞陵高校インターアクト部
鹿島建設㈱中部支社
日本児童養護施設財団
古川康大
匿名　７名



＊「キンダーホルトをささえる会」へお振り込み下さいます場合は、下記振込先へお願いいたします。
　また直接ご持参いただきましてもありがたく存じます。なお、「ささえる会」へのご寄附は所得税法の寄附金控除
の対象となります。

＊ボランティアとして活動してくださる方、物品のご寄附をお考えの方は「キンダーホルトをささえる会」事務局まで
ご一報くださいませ。

キンダーホルトをささえる会
～入会のご案内～

　いつも子どもたちのために温かいご支援をいただき、誠にありがとうございます。
名古屋文化キンダーホルトは、1985年に開設されました。創立者の「親だったらどうするであろうかを考えて支援していきたい」
という思いを踏まえてきました。社会的養護を担うものとして、子どもたちの最善の利益の実現をめざし、本園および地域小
規模「フォワイエ」（尾張旭市）、「ログ・カメリアの丘」（瀬戸市）の事業の運営にあたってまいります。

「キンダーホルトをささえる会」
　多くのみなさまに児童の福祉に関心を持っていただき、お力をお貸し頂けますように平成24年度に「キンダーホルトをささ
える会」を発足いたしました。さまざまな場面でボランティアの方々やみなさまのお力をお借りしながら、子どもたちへのきめ
細やかな個別的援助や環境の整備、年間行事育成・退所児童アフターケア・高校・大学進学支援などの推進に力を入れ、事業
の展開を図ってまいります。何とぞ本会の趣旨にご理解をいただき、私たち社会福祉法人キンダーホルトをささえる会がさら
に歩みを続け、私たちの施設で出会った子どもたち、これから出会う子どもたちへの途切れることのない応援とご寄付をお願
いいたします。

「キンダーホルトをささえる会」年会費

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 岩田正人
銀行振込

中京銀行高針支店（普）232－209641
    　　｢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 岩田正人

◆従来どおり郵便局、銀行口座への会費は下記の入会申し込み書でお願いいたします。

年会費：個人3,000円（一口）　 団体・法人10,000円（一口） 　で何口でも結構です。

「キンダーホルトをささえる会」事務局

0561-62-4728TEL. 0561-62-4736FAX.

kinder@coast.ocn.ne.jpE-mail http://kinderhort.jp/ホームページ

〒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所在地

キンダーホルトをささえる会
総会のお知らせ

会　　長　　金 田 綾 子（前キンダーホルト家庭支援専門相談員）
副 会 長　　沼 賀 弘 美（前中央精機㈱副社長）
会計監事　　伊 藤 広 治（藍いろ工房代表取締役）
幹　　事　　滝 浪 常 雄（名古屋学院大学教授）
幹　　事　　宇 土 知 里（学校法人電波学園臨床心理士／公認心理士師）

令和4年度
児童養護施設名古屋文化キンダーホルトをささえる会役員

５月 21 日（土）午前 11 時より
キンダーホルト会議室にて行います。
ご参加頂けますようご案内致します。

キンダーホルトをささえる会事務局　伊藤　前山


