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相模原南児童ホーム通信相模原南児童ホーム通信

相模原南児童ホーム　所長　曽我 幸央
こどもたちとSDGｓ（エス・デイ・ジーズ）

ご寄付お礼
米澤　崇様／株式会社セクメット　瀬戸　誠様／サンラッキー相模原店様／
フードコミュニティ　代表 中臺 ひろし様／鈴木　由郎様／三橋　義明様／
相模友の会様／徐 稚 琳様／株式会社Neol ive様／加藤 美津子様／
仁杉 亮太様／株式会社三景　代表取締役　角谷 豊人様／株式会社KMC
代表　相原 朝晃様／鹿島道路株式会社　横浜支店相模台合材製造所
所長 小野塚 英則様／天野 典子様／コストコホールセール　座間倉庫店様／
豊崎 道則様／細谷 直史様／田所 利一様／他匿名2名

【2022年1月～3月】

熱いご支援、ありがとうございます。

会議室等のお部屋の貸し出し、親子サロン、学習支援におきまして、現在新型コロナ感染症防止の関係で、
ご利用を控えさせていただいております。再開にあたっては、ホームページ上にてお知らせ致します。
ご理解・ご協力いただけますよう、よろしくお願い致します。

活動報告

　集団生活をしている子ども達に、コロナウイルス蔓延防止に伴い、様々な
制限をかけざるを得ません。不満等を言いながらも、我慢してくれている子
ども達に感謝しなければなりません。
　なかなか外出ができない子ども達は、毎日暇を持て余しながらも、どうに
か時間を潰しています。密を避けて河原に散歩に行ったり、グラウンドで鉄
棒・鬼ごっこ・縄跳び・バドミントン等をしたり、時間を決めて外でおもいき
り遊びます。日頃中々運動できていない私は、「ほら遅いよ」なんて言われ
ながら、汗をかいて全力で遊んでいます。室内では、テレビゲームやカード
ゲームで、ユニットみんなで和気あいあいと遊ぶこともあれば、調理や家事
のお手伝いをしてくれることもあります。
　施設外の行事も減ってしまい楽しみが失われていき、また先行きが不透
明な現状の中で、子ども達の笑顔がたくさん見られるように、これからも子
ども達と一緒に遊び、笑って過ごしていきたいです。
（児童課　二瓶）

集団活動
　乳児課では、お天気が良ければ毎日
午前と午後に外遊びやお散歩に出か
けます。子ども達は外が大好きです。グ
ランドで砂遊びや三輪車を楽しんだ
り、滑り台では上っては滑りを繰り返し
たり楽しいことがいっぱいで夢中に
なって遊んでいます。
　河原の遊歩道や農道にお散歩に出

かけると、たんぽぽや石や木の実を拾ったりてんとう虫やカエルを捕まえ
たり、お散歩の犬にご挨拶をしてみるなど笑顔になることがいっぱいありま
す。時には虫が怖かったり転んだりお友達と喧嘩になって泣いてしまうこと
もありますが、また楽しいことを見つけて歩き出します。
　先日、河原の遊歩道を散歩していると、子どもたち3人が手を繋いで顔を
見合わせ楽しそうに歩いていました。（乳児課　鴇田）

児童課/活動報告 乳児課/活動報告 外遊びやお散歩

　毎年、5月になると沢
山の燕がホームにやっ
てきて軒下に燕の巣を
作り、親鳥が雛に餌を与
える姿をこどもたちと
一緒に見守ってきまし

たが、今年に限っては、少数の燕しか見られなくなりました。昨年
行われた環境省の調査では、燕の個体数は大きく減少し、将来
的には絶滅危惧種に指定される可能性があるそうです。
　個体減少には、自然環境の変化が大きく影響されているそう
ですが、こどもたちの将来に渡っても燕親子の姿が見られるよう
にSDGｓ（エス・デイ・ジーズ）について、こどもたちと一緒に考
え、取り組んでいければと思います。
　今年のゴールデンウィークは巷では制限がなくなり、どこもた
くさんの人で賑わっていた様子がニュースになりましたが、ホー
ムのこどもたちは、コロナ対策のため、制限解除はもう少し先に
なりそうです。その様な中でも、こどもたちからの発案で始まった
地域のゴミ拾い活動は毎年、継続して行っています。たくさんのこ
どもたちが自主的に参加してくれ、ゴミ袋を片手に笑顔でホーム
に戻ってきます。「継続は力なり」とよく言われますが、この活動を
通して、地域や環境問題に関心を持ち、何よりも、こどもたち自身
が優しい心をもった人に育ってもらえたらと願っています。

相模原南児童ホーム　副所長　手塚 賢二
自分たちに今出来ることをやろう

　平素は、地域の皆様方には、当法人の取り組みをご理解頂くとともに、温か
いご支援とご協力を頂戴し、心より御礼を申し上げます。
　このコロナ禍が長く続く中で、当施設で生活をしている子ども達には、不
要不急の外出等は控えるようにと協力を仰いているため、窮屈な生活を余
儀なくしております。そのような中でも、子ども達も「自分たちに今出来るこ
とをやろう」という姿勢が見られます。例えば、職員と一緒に館内の掃除を行
なってくれる幼児や小学生。また職員の事務作業のお手伝いをしてくれる高
校生。このチラシも子ども自身が作り、職員に手渡され、とても驚きました。
電話（内線）１本で直ぐに手伝いに来てくれます。
　とても頼もしく、子ども達の成長を感じます。また、職員も子どもと一緒に
コミュニケーションを図りながら活動できることで、楽しくもあります。
　そして、コロナ禍でも地域の方々より、子ども達のためにと、お菓子や
DVD、漫画や絵本、玩具など、沢山ご寄付を頂
戴し誠に感謝致しております。それ故、私たちの
施設は職員チーム、入所している子ども達、そし
て地域の皆様方に支えられており、「一人一人
が、かけがいのない存在」であると、日々実感し
ております。
　今後とも地域の子育て支援等に尽力するとと
もに、地域の和を大切に、皆様方にご協力いた
だきながら、地域と共生していけるように努力
して参りますので、宜しくお願い申し上げます。

  「子どもの日に皆でスイカわりを楽しんで下
さい」と株式会社KMC様よりスイカをいただ
きました。小学生の子どもは、「スイカって夏
の食べ物じゃないの？」と驚いていました。
  乳児課のこどもたちは目隠しなしでスイカ
わりを楽しんでいました。小ぶりのスイカで
も、中身は甘くて美味しく、「もっと食べたい」
とお代わりをしていました。
  株式会社KMC様ありがとうございました。
（乳児課　佐伯）

　今年もコロナの影響で、対面で集まるこ
とはできませんでしたが、リモートで退所児
とご家族と交流するイベントを開催しまし
た。あっという間につかまり立ちができるよ
うになっている子、小学校に入学し、学校で
の様子をお話ししてくれる子、みんなの元気
な様子が伝わってきて、職員も元気をもらう
ことができました。来年こそは！直接会って
お話ししたいものです。
（乳児課　菅原）

里親制度説明会 里親体験談を
聞きに来ませんか？

ＪＲ横浜線・京王線 橋本駅　北口駅前イオン橋本６階
会場：ソレイユさがみ セミナールーム２　

午後２時～午後４時 （開場：午後１時３０分）
＜第1回＞

小田急線　相模大野駅北口　徒歩3分
会場：ユニコムプラザさがみはら セミナールーム1　

午後２時～午後４時 （開場：午後１時３０分）
＜第2回＞

令和3年7月2日（土）

令和5年1月22日（日）
ＪＲ横浜線　淵野辺駅北口　徒歩１０分

会場：相模原市児童相談所
午前１０時～午前１2時

＜第1回＞

【問い合わせ先】相模原市児童相談所 ☎042‒730‒3500（里親担当まで：受付時間／平日 午前９時～午後５時）

●申込締切日／７月開催：6月30日（木）・１月開催：１月19日（木）
●メールアドレス／jisou@city.sagamihara.kanagawa.jp

●申込締切日／9月開催：9月1日（木）・3月開催：3月2日（木）
申込方法：お電話のみ　相模原市児童相談所　☎042-730-3500

申込方法：メールでお申込みください

令和4年度　里親月間事業

定員30名

定員35名

定員25名

↓申込アドレス↓

相模原市HP

①希望日程（7月か1月
いずれか記入下さい）
②お名前(フリガナ)
※参加者全員のお名前
を御記入下さい
③住所
④電話・携帯の番号
①～④を記入し、メール
を送信してく下さい。
※定員に達した時点で
締め切らせて頂きます。

令和4年9月3日（土）

ＪＲ横浜線　淵野辺駅北口　徒歩１０分
会場：相模原市児童相談所

午前１０時～午前１2時
＜第2回＞
定員25名

令和5年3月4日（土）

地域の渡邊様より、子ども達にお菓子のご寄付を頂戴致
しました。コロナ禍で室内にて過ごすことが多くなった子
ども達、皆笑顔で喜んでおります。有難うございました。
（児童課　野口）

会議室の
貸出について

対象：相模原市在住の方   入場無料・要事前申し込み

悪天候や感染症の感染拡大により開催を中止する場合は、申し込みをされ
たメールアドレス宛にお知らせします。必ずご確認下さい。

悪天候や感染症の感染拡大により開催を中止する場合があります。

●希望者は相模原市ホームページをご確認の上、事前にお電話で
お申し込み下さい。

こどもの日のスイカ割り みなみっこ全員集合！ ゴールデンウィークの過ごし方
　今もなお猛威を振るっているコロナウイ
ルスですが、それらに負けないように元気に
過ごすことが出来ています。例えば、幼児ユ
ニットでは、マスクをつけるなどして、感染対
策を行い、河原にサイクリングに出かけ、ベ
ンチでおやつを食べたり、昆虫採集を行いま
した。　　
　また、毛糸で作った焼きそば、色水で作っ
たジュース、割りばしで射的を作り、縁日遊
びを行いました。外出制限などが掛かる中で
公園に行く事もままならない状態ではあり
ますが、子どもたちが楽しく元気に過ごすこ
とが出来るように様々な工夫を行っていま
す。
　5月5日は端午の節句、子どもの日があっ
たのでみんなで新聞紙でかぶとを作って楽
しみました。また、屋根より高いとはいきま
せんが、とても大きなこいのぼりをユニット
のベランダに設置し、季節の行事を存分に
楽しんでいます。
（児童課　横田）

相模原市内の里親さんに実際の活動の様子をお話しいただきます。



職　員　紹　介　翼ユニットに配属になりました。伊
沢想来です。
　私は子供達とたくさん遊び、親睦
を深めていきながら料理や洗濯など
の家事をこなしていきたいと思いま
す。子供達の食の好みや、趣味等を毎日

の関わりの中で気付いたりしながら過ご
せるように意識していきたいと思います。
　私自身ゲームや体を動かす事が好きなので一緒にゲーム
や外遊びが出来たらいいなと思っています。毎日子供と過ご
しながら家事以外の仕事も出来るように学ぼうと思いまし
た。
まだまだ分からないことだらけですが、自分の出来ることを
少しずつでも増やしていきながら頑張りたいと思います。
（児童課　伊沢）

　人生とは分からないもので、まさか
この年齢で変則勤務に挑戦するとは
数カ月前までは思っていませんでし
た。この決断に至ったのには、皆さん
との出会いや励まし、友人、家族の後
押しのおかげです。とは言っても毎日

覚えることが沢山ですし、それでも忘れて
しまう事の繰り返しです。とにかくすこしずつかなあと思っ
ています。ただ気持ちは前向きです。まずは自分の身体を整
えながら、頑張った自分にご褒美を時々与えながら、一日一
日頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。
（児童課　鳥井）

　栄養管理係に本年度から入職とな
りました栄養士の島岡千絵子です。
前職の保育園では栄養士業務のほ
か、調理・保育補助などを担当してい
ました。食べることが大好きな私は、
家でお味噌や塩こうじ、甘酒やジャムな

どを作って楽しんでいます。
これからは自分だけで楽しむのではなく、子どもたちと手作
りお味噌やジャムはもちろん、梅干し作りにも挑戦して自分
たちの味を作りたいと思っております。
　日々、笑顔で元気に子どもたちと食を通し、関わっていき
たいと思っております。よろしくお願い致します。
（栄養管理係　島岡）

　今年度の5月1日から愛ユニットの
職員になりました高椋(たかむく)で
す。まだ慣れない事が沢山あって大
変ですがまずは子ども達の生活を滞
りなく送ってもらうことを念頭に、家
事を極めたいと思います。

好きな事はサイクリングと音楽を聴くこと
です。特にSuperflyが大好きで、いつも元気を貰っていま
す。
　子ども達に関しては最初から距離感を近付け過ぎず、マ
イペースで徐々に子ども達のペースで近づいていけたら良
いなと思います。まだまだ慣れないこんな私ですがこれから
　南児童ホーム職員の一員としてよろしくお願いします。
（児童課　高椋）

　この4月より乳児課の係長から児童
課女子ユニットの係長に異動しまし
た。東京都の児童養護施設で10年ほ
ど働いた経験があり、久しぶりの児童
の対応で１ヶ月過ぎたところで感覚を
思い出してきつつあります。今の子ども

たちの状況や相模原市の施設という事も
あり、違いはあるものの、南児童ホームのやり方を日々学ん
でいるところです。乳児課から見ていた子どもたちも児童課
として間近に見ると思うところは多々ありますが、今は仲良
くなり、関係作りの最中です。乳児課での経験も活かし、日々
精進してまいります。宜しくお願いします！
（児童課　小木曽）

　ユニットに入って１ヶ月半経ちまし
たが、まだまだ業務面で分からない
ことや子どもとの関係性の部分でま
だまだユニット児童が興味のあるこ
とや、伝えようとしてくれていること
をくみ取れなかったり、子どもの話を聞

く姿勢ができてなく自分が誤解したまま
話をしてしまって子どもを不快な気持ちにさせてしまった
り、自分の発言でなぜ不機嫌になったのか分からなかった
り、子ども達が悪いことをしたときに言い方が分からなかっ
たり、本当に試行錯誤の毎日です。これからもっと自分自身
がユニット児童一人ひとりの特性を理解して子どもたちの
気持ちに寄り添えるようにしたいのと業務に早くに慣れて
蕾ユニットに貢献できるように頑張ります。（児童課　深津）

　今年４月より勤務しました、心理療
法担当職員の黒岩大地です。主に福
祉や医療の領域で働いてました。パ
フォーマンス向上やトラウマケアを専
門に学んでいます。入社したばかりで
すが、少しずつ子ども達や職員の皆さん

含めたくさんの人と関わり、知っていきた
いです。短い日々の中でも、子ども・職員の皆さんが日々
様々な工夫や取り込みをして過ごす姿。そして、地域の皆様
からの様々な応援をたくさん見る事が出来ることを嬉しく
思います。その中で、まずは自分にできることを一歩一歩取
り組んでいきます。よろしくお願いいたします。
（事務課　黒岩）　

　今年度は新しい男性看護師さんが仲間に入り平均年齢が
少し下がったところからのスタートです。乳児院と児童養護
施設では看護師の仕事内容が少し異なりますが「薬の管理」
「体調管理」「健康診断」「予防接種」などのベースは同じで
す。医療ケアが必要な児童に関しては接触的に通院に引率
し医師との連携を行っています。月2回の往診の時はユニッ
ト職員の協力を得て乳児さん達は全員診察していただいて
います。時々医務室にきておしゃべりしてくれる中高生の児
童とも触れ合いながらコミュニケーションをとるように心が
けています。看護師の顔を見ると「ここが痛いの。見て！！」「ケ
ガしちゃった～」などと近寄ってくる子供達も多く気分転換
に医務室で休憩する子どももいます。
　職員向けに「感染症予防研修」「児童の怪我及
び疾病等速やかな対応について」「AED操作
研修」などの研修も行っています。看護師が
ユニットに入り、より子供に近い所で業務が
できれば良いのですが専門分野を中心に業
務を行っているので必然的に他部署との情
報交換が必須となります。情報のアンテナを
しっかりとたて明確な判断が行えるよう日々
努力していこうと思っています。
（健康管理課　岩井）

　今年度より、乳児課第二係長を拝命
しました、早川悠介です。１９８４年3月
生まれの３８歳です。３人子どもがい
ます。全員男です。プロ野球球団、東
北楽天ゴールデンイーグルスを創設
時(２００５年)から応援しています。

昨年度までは中心子どもの家で勤務をし
ておりました。幼児、児童と関っている中で、乳児期における
愛着形成の重要性を感じていました。この度、乳児課に配属
され、乳児の愛着形成に携われることに、とてもやりがいを
感じています。チームの皆と、一つの目標に向かって全力で
頑張ります。よろしくお願いします。（乳児課　早川）

　四月から相模原南児童ホームの乳
児課第二係配属になりました,中山結
菜と申します。大学では心理学を専
攻しつつ,部活動では音響をやってい
ました。趣味はミュージカル観賞,写
真,ハンドメイドなど多趣味です。入職

して約一ヶ月,少しずつ業務に慣れつつあ
りますが,まだまだ分からないことや十分にできない事ばか
りで勉強の日々です。先輩職員の方々のご指導やアドバイス
を真摯に受け止め,子どもたちが過ごしやすい空間を守るこ
とが出来る,そんな職員を目指して日々努力していきたいで
す。よろしくお願い致します。（乳児課　中山）

　こんにちは。4月から乳児課第一係
配属になりました。趣味は音楽を聴く
事、身体を動かすことです。好きな
アーティストはあいみょんです。ライ
ブにも行きます！好きな食べ物はカ
レーライスです。特にインドカレーのほ

うれん草が大好きです！ナンはすぐにお腹
が空いてしまうのでターメリックライスで食べます。今年1年
の目標としましては、挨拶や笑顔を大切に早くお仕事に慣れ
るよう頑張っていきたいです！よろしくお願い致します。
（乳児課　三井）

　学生時代から憧れていた施設の職
員になることができました。仕事を
始めて早くも1ヶ月が経ちましたが、
毎日子ども達から刺激を受けながら
楽しく働くことが出来ています。
最初は慣れない事ばかりで、ひたすら

仕事をできるようにしないとと自分を軸
に考えて過ごしていましたが、だんだんと子ども達を中心に
考えることもできるようになってきました。
まだまだこれから頑張っていきたいと思います。これからの
目標は、子ども達一人ひとりの個性や特性を捉え、それに合
う関わり方を見つける事です。日々の子どもとの何気ないや
りとりにも注目していきたいと思います。（児童課　高橋） 佐々木看護師

ユーモアがあり頼れる男性看護師さん

看護師の仕事について
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