
　相模原南児童ホームでは、施設内の会議室を地域の皆様
に貸し出しております。自治会の会合、地域のサークル活動
の打ち合わせ等でご利用いただきたいと考えております。ご
予約は、利用したい日程の１ヶ月前から予約が可能です。ご希
望の方は是非お問い合わせください。

会議室の貸出について
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　相模原南児童ホームは、平成26年4月の開設か

ら6年を経て、4月から7年目を迎えます。開設当

初に入所してきた子供たちも、この6年間で大き

く成長しました。相模原南児童ホームの子供た

ちが、地域の中で、安心して暮らすことができた

のも、地域の皆様方のご理解と、ご協力があって

のことだと感謝しています。

　この春に相模原南児童ホームを卒園する児童は、開

設以来最も多く、7名の児童が施設を巣立っていきます。開

設当初は中学校1年生だった子供たちは高校3年生になり、

卒園後は、それぞれの道を歩んでいきます。大学に進学する

相模原南児童ホーム　副所長　渡辺健司
開設から7年目を迎えて

情熱のピラミッド基金
(就学支援金)への

ご協力をお願いします!

児童、就職する児童、皆それぞ

れの進路がありますが、自分で

決めた道を力強く歩いていっ

てほしいと切に願っておりま

す。

　昨今、児童養護施設を退所

した児童のアフターケアの必要

性について、注目が集まっています。

18歳で社会に出て、一人で生きていくこ

とは非常に困難な事です。卒園した後も彼らに寄り添い、必

要な社会資源につなげるなど、適切な支援ができる体制を

構築していくことが、彼らを社会の中で孤立させないため

の重要な仕組みとなります。

　相模原南児童ホームでも、2020年4月で卒園生が計10

名となります。切れ目のない支援体制をどのように構築し

ていくかが、今後の大きな課題となると思います。
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日 曜日 内容

グーチョキパー(人形劇と手遊び歌)

ベビーマッサージ  ★事前申込が必要です。

親子リトミック （2～4歳向け）

ご寄付お礼

日広建設株式会社 代表取締役 中山 智晃様／瀬戸 誠様／武里東地区民生委員・児童委員協議会 会長 金澤 輝美子様
／保科 智幸様／社会福祉法人 報徳会 理事長 内田 善人様／有限会社 魚伊佐  田中 正志様／有限会社 中山商店様／
米澤 崇様／谷口 淳一様／相武台リハビリデイサービス様／天野 献士様／安藤 利夫様／日広建設株式会社 代表取締
役 中山 智晃様／永富 亜希子様／会田 吉美様／中臺 博様／ジャック&ベティ パブリック館様／花田 香代子様／鈴木 
由郎様／菊地 一成様／冨永 ナル子様／森谷 三枝子様／大野 貴之様／神明社 宮司 仙波 誠一様(地元の農家様より奉
納されたお米のおすそ分けです)／㈱スマイル様／嶋倉 沙耶香様／全国シャンメリー協同組合様／たいまつ食品株式
会社様／コストコホールセール座間倉庫店様／㈱プレナス様／三ケ木 郁様／株式会社 明治様／株式会社トムス・エン
タテインメント様／清水 栄一様／パク ジファン 青島 奈美様／鎌田 正一様／神奈川トヨタ自動車株式会社様／ローソ
ンストア100様／渡邉 正男様／株式会社カレンズ様／早川 海渡様／公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団様／アサ
ヒビール株式会社様／㈱シュガーレディ本社様／匿名：6名様

【2019年10月1日～12月31日】

熱いご支援、ありがとうございます。

南児童ホーム通信でご協力を呼びかけたところ、たくさん
の方よりご協力をいただきました。引き続き、皆様のご協力
をお願いいたします。
2019年度　1,157,768円の基金が集まりました。
（2019年4月1日～2019年11月30日）

※相模原南児童ホームと中心子どもの家の基金の合算金額

おもちゃの病院

10 金
おもちゃの病院

10 水

22 月

バランスボール

米粉ねんど遊び

《お問い合わせ》  相模原南児童ホーム　家庭養育支援センター　担当：長田（おさだ）、平山（ひらやま）  ℡：046-251-5590

≪令和2年度　親子サロン「みなみっこ」前期スケジュール≫

親子リトミック （0～2歳向け）

おはなしワニーズ (布おもちゃ)

グーチョキパー (人形劇と手遊び歌)

シャケお兄さん親子うた遊びライブ

親子リトミック （2～4歳向け）

おもちゃの病院

手作りの人形劇と手遊び歌の楽しいおはなし会です。

参加対象：生後2ヶ月～
ボールに座ってバランスをとったり、弾んだりします。
米粉ねんどを作るところから始め、感触を楽しんだり、形にし
たりして遊びます。
自然や動物等、リズムや音に合わせて身体で表現する音楽遊
びです。

自然や動物等、リズムや音に合わせて身体で表現する音楽遊
びです。

手作りの布絵本、布おもちゃに触れ遊びます。エプロンシア
ター等のおはなし会もあります。

歌ったり、踊ったりと親子で一緒に楽しめるライブです。

手作りの人形劇と手遊び歌の楽しいおはなし会です。

参加対象：生後2ヶ月～歩行前まで。

自然や動物等、リズムや音に合わせて身体で表現する音楽遊
びです。

お子さんと一緒にお気軽にご参加ください

親子サロン「みなみっこ」

グーチョキパー

親子リトミック
ベビーマッサージ

会場でランチができます。
（お弁当を持参してください）
参加費は無料です。
対象：未就園児と保護者の方
会場：相模原南児童ホーム　
　　　※駐車場あります
時間：10時30分～11時30分　
　　　（14時まで会場で遊べます。）

※新型コロナウィルスの影響で中止となる可能性があります。
　中止の際は当施設のホームページにてお知らせ致します。



乳児課乳児課児童課児童課

　乳幼児と関わり始めて見えてきたことは、この時期の養育が今後の性格形成に非常に
大切だということです。乳幼児期の養育者の関わりの中から乳幼児は人との関わり方や
日常生活の過ごし方を少しずつ学んでいきます。また、この時期の子どもたちは些細な変
化にとても敏感に反応します。一人一人個性があり生活リズムも違うため私たち養育者は
その子にあった適切な対応を心掛け些細な変化を見逃さずに子どもたちの行動一つ一つ
をしっかりと受け止め最大限、褒めて可愛がってあげることが大切だと学び、日々実践し
ています。（齋藤）

　2月22日～23日、子ども部会主催でふじの体験の森やませみ
に1泊2日でお泊りに行きました。2,3か月近くかけ子どもたちが
主体となり料理のメニューやレクを考えたりと計画をし、当日は
バームクーヘンやすいとん作りなども行い、みんなで楽しむこと
が出来ました。（内藤）

　２０２０年春、7人の児童が高校を卒業します。それぞれ相模原南
児童ホームから生活の場所を移していくことになります。引き続
き地域や関係機関のみなさんの支援を受けながら社会に出てい
きますので、これからもよろしくお願いします。（栗原）

　先日、外部より講師の方をお招きしアレルギーに関
する研修を行いました。研修を受講し、一番に感じた
のは自分がいかにアレルギーについての正しい知識
を持っていなかったのかという事でした。
　乳児院と言うことで、年齢的にまだ経験していない
食材がある子どもが多く、同じ生活空間にいることや
共通の調理器具等を使用していることに過剰に反応
し避けていたことが分かりました。もちろん、注意は
必要なことですが、いずれは個々の状況に応じて摂
取できるようになっていくためにも、医療機関等との
連携をとりつつ楽しく安全に食事を楽しめるように
支援していくことが大切だと改めて感じる研修でし
た。(水原)

　豆まき前の子ども達はお部屋で「♪おには～そと～、ふくは～
うち～」を笑顔で歌っていました
が、実際に玄関の前で職員が扮し
た大きな鬼が来たら、豆を投げる
ことなど忘れて声をあげて泣い
ていました。子どもたちから泣き
虫鬼、よくばり鬼、いたずら鬼、た
くさんの鬼が逃げていき「良いこ
とがたくさん舞い込んできます
ように」と豆をまきました。（佐伯）

　「お引越し前のごはんは、何が食べたい？」「のりまき！」「おいも
くちゃくちゃ」「バナナい〰っぱい！」「のりまき」は、節分でいただ
いてから大好物。「おいもくちゃくちゃ」は、芋ほり後、ゆでたサツ
マイモをビニール袋に入れ、くちゃくちゃして作ったスイートポ
テト。一緒に作ったことが、嬉しくおいしかったのでしょう。どち
らも彼らにとって、南児童ホームのおふくろの味です。おいしそ
うに次々頬張り「みんなでたべるとおいしい」そう感じることを
嬉しく思いました。（中村）

　2月15日、米軍関係者のJESUS CHRIST LORD OF THE 
HARVESTの皆様が来園しピザやフライドチキン、ジュースなど
を持って来て下さり一緒に食事を取りました。お子様連れの方も
いて子ども同士言葉が通じないながらも楽しく遊ぶ姿が見られ
ました。（油座）

入職2年目

アレルギー研修から 「子どもと食物アレルギー」の講習会を開催
　2020年2月4日、ＮＰＯ法人アレルギーを考える母の会と神奈川
県社会福祉協議会の共同事業で、昭和大学医学部小児科学講座
管理栄養士長谷川実穂先生による研修を受講致しました。また母
の会の方にはアレルギーに関する紙芝居・本・資料等展示して頂
きました。当施設は乳児院・児童施設の合築の施設で、調理室もな
くユニット調理のため60人の養育者が調理に携わっています。常
に児童と関わり調理している養育者とアレルギーの基本・アレル
ギー事故の対応について共通理解を深めようと開催しました。
　現在アレルギーの児童が数人います。幸いにもアナフラキシー
を持つ児童はおりませんが、これから先重篤な症状を抱えている
児童が入所するかもしれないことを前提に、エビペンの使い方・ア
トピー性皮膚炎と食物の関係・スキンケアの仕方など、実習を交え
ながら学ぶことができました。（栄養士　井部）

　12月22日、お餅つきを行いました。ボランティアの皆様にも
大勢お越し頂き賑やかな催しとなりました。お餅をつきたい子
で列ができるほ
ど、子どもたちに
も大人気！大根お
ろし等、色々な味
付けや、お汁粉で
頂くお餅は大変
美味しかったで
す。（杉山）

◀退所式の様子

活　動　報　告

卒業おめでとう!!

やませみ

米軍食事

お餅つき 節分 お引越し前食事会


	p4p1-校正01
	p2p3校正01

