














































龍田寮児童通学拒否事件 聖母会（熊本）（人吉） 広安愛児園（熊本） 聖母愛児園（横浜）

昭和２１年 １９４６年 明治３０年１０月 宣教師モード・パウラス女史は、終戦後 横浜市中区山手町８２番地、横浜一般病
熊本市本妙寺付近のらい患者収容し 荒廃した熊本市を彷徨する傷心の子供の 院の一角を利用して、収容、保護に当た
「待労院」開設。同市花園町に診療所 数が多いのを見て、早急に収容 施設を ったのが始まりとなった。
開設（後の慈恵病院） 増設する必要を認めた。 神奈川県当局の支援により、横浜市中区
明治３１年１２月 山手町６８番地に乳児院を新設、名称を
島崎養育院開設（琵琶崎聖母愛児園） 聖母愛児園として独立。初代園長は、大
昭和７年１１月 和奉仕会々員ルゼンヌ・アンナ・マリー
法人本部を熊本市から東京市に移転。 が就任。

昭和２２年 １９４７年 幾多の紆余曲折を経て、旧陸軍演習場用
地払い下げの申請が受理され資金を米国
リッチモンド市に本部を置くＣ・Ｃ・Ｆ
(Christian Childrens Fund.Inc) に得て、
茫々たる草原２万６千余坪の開墾を始め
収容ホーム建設に着手。

昭和２３年 １９４８年 聖心愛児園開設（人吉） 旧陸軍の倉庫１棟移築して、収容ホーム
第１号を建て、開園。

昭和２４年 １９４９年 児童福祉法による「養護施設 慈愛村」
認可（熊本県知事）

昭和２５年 １９５０年 収容児の成長、増加に伴い、養護施設も
認可を受ける。

昭和２７年 １９５２年 社団法人大和奉仕会から 「慈愛村」より「広安愛児園」に改名。
社会福祉法人聖母会へと変更

昭和２８年 １９５３年 恵楓園の宮崎園長が法務局に、子ども達 「社会福祉法人基督教児童福祉会 広安
を普通の学校へ通学させないのは差別だ 愛児園」認可（厚生大臣）
と申し立て、新聞で取り上げられる

昭和３０年 １９５５年 熊本商大の高橋学長が間に入り、新一年 聖母愛児園分園
生四人を学長の官舎に引き取り、そこか ファチマの聖母少年の町開設
ら本校に通わせることを提案し、最終的
にはこれが受け入れられ

昭和３１年 １９５６年 鉄筋コンクリート三階建て着工、翌年３
月完成。

昭和３２年 １９５７年 閉鎖と決定されました。子どもたちは、 龍田寮児童受け入れ（熊本） 龍田寮児童受け入れ
故潮谷総一郎・慈愛園園長のとりまとめ
で、県内の児童養護施設に分散収容され
ました。

昭和４０年 １９６５年 平成３年 １９９１年 鉄筋コンクリート三階建て、幼児棟、職
全面改築工事竣工 員宿舎増築着工、翌年５月完成。
平成５年 １９９３年

昭和４３年 １９６８年 聖心愛児園（人吉）閉鎖 分園型自活訓練事業開始。
平成１１年 １９９９年

昭和４６年 １９７１年 児童養護施設等心理療法実施促進事業 ファチマの聖母少年の町閉鎖
平成１３年 ２００１年

昭和５２年 １９７７年 情短施設 こども L.E.C.センター開設。 幼児減少のため、乳児院閉鎖。
平成１９年 ２００７年

昭和５３年 １９７８年 琵琶崎聖母愛児園（熊本）閉鎖 地域小規模児童養護施設事業開始。
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生活支援体制（ホーム運営）

＜支援体制移行（大舎制養育から小舎制養育へ）＞

建物の中央を、表面に石が張られた長い廊下が縦に走り、その廊下の左右に面して６畳ほ

どの部屋が並んでいる。現在の日本の住宅にはない天井の高さが特徴的であり、むき出し

のパイプがその天井近くを這うように設置されている。子どもの声がよく響いた。一見学

校のつくりを連想させるが、その古びた建物の随所には長い生活の歴史を感じる事が出来

た。

これが、築５０年近くを経て、新しく建て替わる前の聖母愛児園々舎の印象です。

頑丈な建物の造り、石張りの床、その縁取りと階段の滑り止めに使われていた真鍮などか

ら、建設当時には莫大な資金を投じたであろうと、前法人聖母会のシスターに聞かされた

ことがありました。当時、建てられた施設としては豪華な建物であったようです。

聖母愛児園のはじまりはベビーホームであり、その特性上、乳幼児の生活管理を中心と

した部屋構成の建物を建てたと考えられます。そして、後には年長児童を受け入れ児童養

護施設となり時代を重ねて来ました。その経過の中で、子どもが生活をしやすいように内

部の部屋割りなどを改造し工夫を重ねてきましたが、トイレや風呂などは共同で一か所に

集中しており、生活ホームの構造としては、大舎制の建物です。それは、いわゆる一般的

な生活居住空間とは異なるものがあり、子どもにとっては生活のしづらさを感じる部分も

ありました。たとえば、生活の動線が長いことや個人のプライバシーが保ちにくいこと、

生活集団が大きいこと等、家庭的な雰囲気からは離れていたと感じられます。ただ、開放

的な空間であり、職員の子どもへの関わりが見えやすいので、養育の透明性が保たれやす

いということがあげられます。

聖母愛児園は、このたびの園舎増改築工事を機に小規模グループケアの推進を方針に掲げ、

大舎制養護から小舎制養護へと養護体制の移行が行われます。

形式としては、いわばマンション形式で、各ホームがマンションの一室を利用し子ども

と職員が生活を行うイメージとなります。

この建築の設計段階において検討を行った際に職員がこだわった点が玄関にありました。

当初の設計では、三階建ての園舎の一階に玄関を置きそこで靴を履き替えてから内階段を

使って、二階・三階の居室に上がるというものでしたが、ホームの玄関を出る時にそこで

靴を履いているのは当たり前であるという観点から、玄関を各ホームに置きました。これ

は、独立したホームにおける子どもの生活支援、いわゆる家庭的養護を意識した発想の結

果であると思われます。

そして、小規模グループケアを推進して行くにあたり、要となるものがあげられます。

『あなたがたは、神の家族です エフェソの信徒への手紙 2 章 19 節 』

これは当園が掲げている養護理念ですが、子どもたちと職員が協力のもと、共に育み、互

いに愛し、一般的な家族の概念を超えた、神の家族として成長し続けることを意味してい

ます。

目指すべくは家庭的な養育です。家庭に替わる子ども達の生活ホームで、家庭的な雰囲気

の中、生活及び自立の支援を行う。しかし、これはあくまでも養護実践であって、目標と

なるものではありません。養護実践の積み重ねの後に結果として、共に育み、互いに愛し、
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一般的な家族の概念を超えた、神の家族が造られるのでしょう。

＜児童の生活単位の基本＞

聖母愛児園児童定員９６名の内訳として

本園 児童ホーム定員６名（×１２） ７２名

低年齢児ホーム定員６名（×３） １８名

地域小規模児童養護施設定員 ６名

これら、ひとつの生活単位を６名とする。

この６名の生活単位に対して、主担当１名、副担当及び児童指導員の２名を基本とし生活

の支援に当たります。

＜児童生活単位の構成＞

児童生活単位の基本となる構成は、男女混合の年齢縦割りとしますが、児童の特性や障害

に配慮し、その構成を男女別の生活単位とするホームの配置も考えられます。また、兄弟

児童を同じ生活単位に置く事は基本となりますが、児童のケース背景に考慮した場合、兄

弟が別ホームで生活する事も児童構成の要素の一つと考えます。更に、児童のケースをか

んがみて想定される在籍期間の短期・長期の違いを反映することもホーム構成の一要素と

なります。

＜ホームでの生活支援＞

生活ホームは、５つの居室とリビング、キッチン、ダイニングを配し、風呂とトイレを２

か所設けています。児童の個別な空間の確保を考えて、高齢児童の居室は個室を利用しま

す。そして、家庭的な養育を重んじる為に、各ホームでの調理は担当者が行います。生活

のウェイトの多くを占める食事を、担当者自ら賄う事で、児童に対して“食”の観点から

の生活支援を行います。

又、小規模グループケアの特性を生かし、自らの生活を主体的なものとしながら基本的

生活習慣を身につける事や、同ホーム児童、担当者と強調しながら思いやりの心を育むよ

う支援を行ってゆきます。

＜職員組織体制＞

１２ホーム名（シモン、パウロ、モニカ、トマス、ヨハネ、アンナ、

ミカエル、ルカ、テレジア、セシリア、ベルナデッタ、アグネス）

Ａ棟４ホーム

ブロック主任 １名 児童指導員 ２名

主担当保育士 ４名 副担当保育士 ２名

Ｂ棟４ホーム

ブロック主任 １名 児童指導員 ２名

主担当保育士 ４名 副担当保育士 ２名

Ｃ棟４ホーム
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ブロック主任 １名 児童指導員 ２名

主担当保育士 ４名 副担当保育士 ２名

全 体 統括主任 １名

心理療法士 １名

＜施設内虐待防止＞

児童養護施設をはじめ多くの児童福祉施設には、社会的養護を必要としている児童が入

所していますが、その多くは被虐待を経験して心に傷を負っています。児童養護施設はそ

れらの児童の生活の場であり、傷を癒す場です。しかし、今まで虐待者から受けてきた理

不尽な関係性を、施設生活において職員や他児などへの関わりの中に再現してしまう傾向

にあります。その結果、様々なトラブルに発展しやすく、職員においては被虐待児の関係

性のとり方に巻き込まれてしまうと施設内虐待へと発展する恐れが考えられます。これを

防ぐために、職員間でリスク管理を行い子どもへ対応するように努めて行きます。具体的

な方策は職員間のミーティングなどで深めて行きます。

とりわけ、小規模グループケアでは独立したホーム体制が故に、発生した問題が表面化し

づらいという感があります。ホームの間の風通しの悪さが懸念されるので、その予防や対

策を施設全体の取り組みとし、問題発生の際についても具体的な取り決めを行います。

＜児童の意見表明＞

ホーム生活全般における児童の要望については、児童が自らの生活に主体性が持てるよ

う、また、権利擁護の観点からも、積極的に受付システムとして確立されなければなりま

せん。

・要望解決責任者（施設長）、受付担当者へ直接、意見表明を行う。

・意見用紙に意見を記入し、意見箱に投函する。（第三者委員への表明も含）

・聖母愛児園要望解決第三者委員に直接連絡し、意見を表明する。

・子ども運営委員会へ意見表明を行う。

要望を受け付けた場合には、受付担当者が即座に対応し、迅速に解決するように務めるこ

と。

＜施設内クラブ活動への参加＞

施設内に固有のクラブ活動を設置し、日々の練習において協調性を養い、情操教育の意

味合いを深め、技能を獲得し将来に生かせるように指導を行ってゆきます。

これからの取り組みとして、具体的には太鼓やギターのクラブ活動開始の予定があります。

また、神奈川県文化体育協会の卓球大会、ソフトボール大会（野球大会）、駅伝大会、マ

ラソン大会（神児研）への参加の為、予定を組み練習に励みます。

＜これからの子どもの生活＞

前述の「支援体制移行」でも触れたように、園舎増改築工事を機に子どもの生活が大きく

様変りして行きます。生活を行うルームをホームと呼び、家庭的な住環境のもとで子ども

の生活が行われます。より個別の生活空間が保たれるようになり、子どもにとっても、よ
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り自分の生活ホームと捉えやすくなると考えられます。

また、住環境の変化に加え、ホーム生活単位の小規模化が図られます。従来は 12 ～ 3 名

の子どもで１つの生活単位を構成していましたが、それを半分の 6 名とし担当職員が生活

及び自立支援に携わります。

子ども達もそこに寄り添う職員も、新たな生活に期待をして心待ちにしています。住環境

も支援体制も整い、あとは、子どもと寄り添う職員とが協働し、家庭的な生活を作り上げ、

積み重ねて行くだけです。それと同時に、沢山の不安や迷いも生じると思われますが、そ

の時には、目指すものを見据える視点に立ちかえり進んでゆきたいと思います。

一般的な家族の概念を超えた、関わりとなってゆく為に。

最後に。この記念誌作成に携わったことで、約半世紀前の古い時代から現在に至るまでの

沢山の写真に出会いました。長い歴史を辿ってゆく中で、考えも及ばなかった様々な人々

の思いに触れる機会でもありました。そして、今日では想像も出来ないような苦労の中で、

子どもをしあわせとする為に、代々この聖母愛児園を築き上げてこられた聖母会のシスタ

ー方のご尽力無くしては、今のこの節目を迎え新たなスタートを切る聖母愛児園につなが

ることはなかったのだと思うと、只頭の下がる思いです。多くの先人方に対して、ここに

敬意を表したいと思います。
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低年齢児ホーム支援体制

はじめに

旧園舎では３階が修道院（その後職員寮）、2階に学童部として小学生から高校生まで

が生活している建物の１階の一部に幼児部があり、玄関からの訪問者の声や階段から聞こ

える学童児の声が響いている環境の中で２歳から年長児までの約24名が生活していまし

た。

2001年まではシスターを中心とした支援を行っており、「神の愛」を大事に心温かく子ど

も達の成長を見守り続けて来られました。その後は保育士がその思いを引き継ぎ、及ばず

ながら現在に至っています。

以前の生活は、タイル貼りの大きなお風呂に子どもだけが大勢で入り、職員は洗い場で次

から次に子ども達の身体を洗い、トイレも簡単な仕切りしかなく和式便器が並んでいまし

た。就寝は、1つの大きな部屋に２段ベッドがずらりと並んだ中で全員が同じ時間に就寝

し、決まった時間に起床、その間1人の職員が全員を見ており、夜間の夜泣きや発熱等に

も対応していました。食事や生活の殆どの時間を６畳程の各部屋を中心に行い、１部屋に

常に８～９名の子どもが生活をしており、嬉しい事、楽しい事、喧嘩をしたり叱られたり、

職員も子どもも色々な経験や思いを抱えて一緒に生活をしてきました。

その中で自分達が出来る事は何か、子どもの求めている物は何か等其々が考えながら・

・そこで、子ども中心の考えに沿ってお風呂は小人数で職員も一緒に入る、トレイにもド

アを付ける、子どもが出入り出来る所で食器を洗う、又廊下をビニール性の物に変えて温

かみを出したり、使える部屋を活用して1つの部屋で生活する子どもの人数を６人までに

したりと出来る範囲で工夫を重ね、当たり前と思われている生活に少しでも近付けられる

よう努めてきました。

又、毎日が同じ生活パターンで流れていく不足の補い、生活に変化を付ける為、そして

幼児教育にも力を入れる為に建物の別の場所に登園し、生活の場とは違う専属の職員で日

中の園内保育も行い充実していました。

これから新しい建物に変わり、職員や子どもの年齢構成も変わる上でこれまで以上に職員

のスキルアップが必要になってくると思われます。今までの経験や歴史を大事にしながら、

子どもの求めている事、自分達が子どもに出来る事をしっかり理解し、支援できるよう、

これからも前進していけるように頑張りたいと思います。

基本体制について

〈職員構成〉

主 任 保育士 児童指導員 看護師

１名 ６名 ２名 １名
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・児童構成 （定員１８名）

１歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児

６名 ６名 ６名 ０

※変動あり

〈ルーム構成〉

・３ルーム構成で１ルーム１歳児～３歳児縦割の6名

・各ルームに２名～３名の担当職員と全体でフリー職員を配置。

※小単位で縦割りにすることによって、ゆとりのある家庭的環境に近付けられるように

配慮する。

調理について

調理は衛生管理の行き届いた調理室で調理員が行い、隣室の低年齢児ホームに運びホームの

職員が配膳するシステムです。

幼児期の食事は、年齢や発達段階の状況によって、咀嚼能力も変わってくるため、各々

の成長に応じた食事の提供が求められます。また、栄養状態、疾病の有無、食物アレルギ

ーによる除去食の対応等、生活状況に即した食事提供の調整も必要であり、栄養士・調理

員と常に情報交換を行い、子ども達それぞれに適した食事が提供できるよう配慮します。

今後の目標

＊子どもの求めていることを察知し応じられるよう努める。

＊共感し心に寄り添ったケアを行う。

＊自主的に動き、専門性、知識を高め、広い視野で子どもと関わる。

＊職員のチームワーク強化。責任ある仕事を果たす。

＊節句などの季節的な行事を継続して大事に考え、子どもの成長の記録としていく。

以上を基本体制、姿勢として子ども達が自分らしく伸び伸びと生活し、健康的で健やかな

成長ができるよう支援します。



- 7 -

地域小規模児童養護施設｢本郷ホーム｣

１ 本郷ホームの始まり

聖母愛児園の新たなる出発の先駆けとして初めての試みである地域小規模児童養護施設

「本郷ホーム」は横浜市第１号として２００１年４月より開設の運びとなりました。この

年より聖母愛児園は法人移管へと進み始め、支援体制についても大きく変革を考えている

ところでした。折しもその頃の児童養護の方向は大舎制養護から小舎制養護へと流れが変

わり始めており、建て替えを予定していた当園もこれを機に小規模化を進める必要性を求

められていました。母体である広安愛児園では開設当初からモードパウラス先生の考えを

そのままに家庭的養護の実践を行っており、広安愛児園の実践を受け継ぎ、本郷ホームを

始めるよう熊本の地から石嶺家族が呼び寄せられたのが始まりでした。

２ 本郷ホームの紹介

住所 横浜市中区本郷町３丁目９９番地 本郷ホームの外観の写真

建物 木造２階建 (借家)132 ㎡

１階 職員宿舎

２階 こどもの居室６畳２部屋、４畳半１部屋、

キッチン、リビング、浴室、トイレ

創設 ２００１年４月(今年１０年目を迎える)

定員 ６名(男女混合たて割)

職員 ３名(住み込み保育士１名 通勤保育士１名 指導員１名本園を兼務)

３ こどもたちの生活

基本理念 「共に生きる」「役に立つこころ豊かな人」

児童目標 「協力」

・みんながひとりのことを、ひとりがみんなのことを思いながら生活することにより思い

やりの心を養う。

・ホームの生活はみんなで計画、分担、協力し合い、依存する生活より主体的に生活に参

加することを大切にし、協調性を養う。

本郷ホームでは「家庭」に近づけるよう念頭におきながらこどもたちの自立を目指し、そ

のためによりよいことを選択して支援をしていくことを基本としています。常に普通の生

活とはと考えていく中で、食事は栄養士の指導のもとに考えた献立で、買い物や調理にこ

どもたちも参加し、入浴、洗濯、掃除、身辺整理など生活習慣の確立においても、家事、

環境保全、営繕、ホーム運営などすべてにおいて関わる職員が手本を見せながら自然な形

で日常生活のスキルが身に付くように身をもって示して行くことが必要となります。

日課や規則は最低必要なことのみとし、ひとりひとりに合わせて対応し、こどもと話し合

いながら個別に考えています。また「和」を大切に自分本位な行動とならないよう、みん



- 8 -

なのことを考え思いやりの心を育み、ホームがくつろげる自分の家となるような働きかけ

をこころがけています。

４ 本園との関わり

本郷ホームは運営上でも学童部の一部と位置づけられており、こどもは聖母愛児園の措置

児童です。物理的には離れた位置にあるが聖母愛児園の一員であることには変わりはあり

ません。自由さを大切にしていますがややもすれば孤立してしまいがちであることも忘れ

てはならないところです。いつも本園を意識しお互いに刺激し合いながら連携を深めてい

ます。本園とのミーティングや会議に参加し常に情報を共有することを心がけ、いつでも

相談できる関係を築いておくが必要です。こどもの支援における考え方のベースは本園と

合わせ話し合いを重ねた上で、独自性を出せる部分では積極的に取り入れることも大切と

考えています。

こどもたちは節目に行われる入学、卒業祝い、クリスマス会、創立記念式などの式典にお

いては本園同様に全員参加しています。またイベントやスポーツなどはひとりひとりの希

望や状況に合わせて選択し個性を伸ばし交流を深める場となるよう期待しています。地域

がら遊び場の確保も困難であり、職員が手薄になる時間帯など親戚の家へ遊びに行くよう

に安心して気軽に利用できる場としても大きな存在です。また逆に本郷ホームにもこども

の友達の家のように遊びに来てもらい、本園職員にとっても憩いの場として提供できるこ

とが理想の形であると思っています。

５ 地域との関わり

本郷ホームは本郷町３丁目に立地していて本園のある小中学校の校区とは別の地域にあり

ますが、こどもたちは本園と同じ小中学校へ通っています。町内会にも属し順番で回って

来る町内の当番も引き受け、回覧板を回し中区や町内のお知らせを配布する仕事をこども

たちといっしょに行うなどもして来ました。昔ながらの住宅街でお年寄りが多い地域です

が、出入りが多くこどもと大声でバトルし、始めは異質に見えていたかもしれません。養

護施設という枠でこちらも構えていないので特に説明したこともなく、今では自然に受け

止めていただいていると思っています。声をかけ合い立ち話をする近所の方々も増え、特

に問題のある家だというよりは「大家族で大変ね。」というあたたかい目で見てくれてい

ると実感しています。こどもたちもよく挨拶をし、近所の方々から声をかけられているよ

うです。こども同士でトラブルを起こし怪我をさせてしまったこともありますが、幼稚園

で知っていた御家族であったこともあり大きなことに発展せず理解していただけました。

近所で問題が起きた時や人が倒れたりした時一番に出て行き対処した経緯なども見ていて

下さり、またゴミ置き場の前ということもあり率先して整理しているといっしょにやろう

と声をかけて下さったり、信頼され相談される存在にもなって来て、今ではごく自然な関

わりが持てていると感じています。

６ 今後の課題

これまで地域の中でより家庭的な環境を提供しより安定した人間関係の中で信頼関係を築

くことができるよう支援してきています。また高年齢児に対しても枠を取り払いより自由
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で、個に合わせた対応ができるなどの長所を生かして成果を上げることができたと思いま

す。

しかし関係を構築しにくい特性を持ったケースに対しては関係が煮詰まり深刻化していく

危険性もはらんでいると実感しています。情報の発信を小まめに行い、職員が孤立するこ

とがないよう本園のバックアップ体制を確立していくことが早急な課題だと感じていま

す。またそのような問題を予防する為にも特性を見た上で慎重なこども選びをすることが

大切だと考えます。
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調理室の役割と食育について

旧調理室の思い出

窓が多いためか室内は明るく、子供たちの声がいつも聞こえてくる。

気になって視線を料理している手元から外に向けるとそこには木漏れ日のもと元気よく遊

ぶ子供たちの姿。

窓越しに子供たちが、「今日のごはん何？」とのぞき込む。

平凡ながら充実した日々がどれだけの時間流れた事でしょう。

冬場は室内ながら吐く息が白いほど寒い事も良く覚えています。

私たちはこの調理室で子供たちの食事を作ってきました。

好きな食べ物、嫌いな食べ物を子供たちが伝えに来る所でもあります。

そんな思い出深い旧調理室に別れを告げたのは2008年12月で新たな調理室へ移る2010年8

月までの約1年8カ月間は仮設の調理室での調理となりました。

仮調理室は人と人とがすれ違う事が出来ない位の狭さに加え、夏場は室温が40℃を超える

日も多く、お世辞にも良い場所とは言えませんが使っているうちに不思議と愛着も芽生え

て取壊しが近付くにつれ少し寂しい気すらします。

落成前の2年間は毎日が慌ただしく、気がつけば時間だけが経ってしまっていたというよ

うな感じがしました。

今後の食事作りと課題

聖母愛児園が小舎制に変わるとともに調理室の在り方も変わります。

低年齢の子供が生活するホームの食事は今まで同様調理室で調理しますが、それ以外のホ

ームにおいては食材を調理室で用意し、それをそれぞれのホームのキッチンで子供たちと

生活を共にする職員が調理します。今までのように大きな調理室で全員分の料理を作る事

と新たに始める事を比べると後者の方が明らかに自然な生活です。

大人が食事を作る姿を間近で見たり、時には手伝いをしたりして子供たちは多くの事を学

ぶことでしょう。

我々調理室はそれらを陰で支える事が今後の大切な役割になり、今まで以上に子供や子供

と生活をする職員との関わりが深くなるでしょうし、そうする必要性もあるのです。

そのような新たな試みへの期待感があるのも事実ですが、その逆に不安な気持ちもありま

す。

その不安要素の大きなものの一つは「家庭的な食生活を送る事」と「施設に求められるコ

ンプライアンス（法令厳守）」のギャップです。

聖母愛児園は子供たちの家であり、生活そのものが詰まっています。しかし外から見た聖

母愛児園は一つの児童福祉施設であるのも事実であり、食事に関わる事でも多くの決まり

ごと（法令や行政指導）があります。

子供たちに安全で衛生的な食事を用意するためには重要な事なのですが、一般家庭では行

われない事（衛生管理などに関わる手続き等）に対して違和感を感じる子供もいるでしょ

う。
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家庭的な食生活を送りながら、福祉施設に求められるコンプライアンスへの取り組みを行

う事、それが当面の課題になると思います。

もちろんそれ以外にも多くの難関がある事も承知していますが私たちは今、皆が一つの大

きな目標に向かって進んでいます。きっとその力はそれらを解決するのに十分だと私は感

じています。

食育について

幼い子供たちは初めてみる食べ物の色や味・香りに興味を持ち、食事の時間には箸の持

ち方や食事中のマナーを教わります。

嫌いな食べ物がある時は苦労する事もあるでしょう。

小学生にもなると食事の準備や後片付けの手伝いや、ちょっとした料理もできるように

なり、園や学校などで野菜を栽培したり、食品の流通についても学ぶ機会が増え、食に関

する知識も一層ついてくる頃です。

また、年間の行事食（お節料理や節句、冬至など）の時は四季折々の味覚を楽しみながら、

日本の文化や伝統を学びます。

中学生や高校生になるころには自分で作れる料理の数も随分増え、栄養に関する知識も

持つようになるでしょう。

このような事は特別な勉強ではなく、生活を送る中で自然と身についていくものです。

逆にこれらの事を言葉で教わったり、教科書を読んで短期間のうちに習得しようとしても

出来るものではありません。

つまり子供たちが日常生活の中で食に興味を持ち、それらに関わる知識を養う機会をどれ

だけ整える事が出来るかが私たち職員の手にかかっている事になります。

しかし私たちは子供たちがこれらの知識や能力を身につける事自体を望んでいるわけでは

ありません。真の願いは将来子供たちが自立した時、持っている知識や能力を生活に生か

し不自由なく生活できる事、「自立した食生活が送れる事」です。

人にとって食・栄養は生まれたその時からこの世を去るその時まで誰もが関わる大切な

ことです。

将来子供たちが大人なった時、この生活の中で得た物が一つでも役立ってくれればと願い

ます。



編集後記

基本設計の完成に大きく寄与した改築委員会（職員有志）を平成 19 年 10 月より落成準

備委員会と名称変更し、処遇システムの検討は、勿論のこと、落成式及び記念誌発行、新

パンフレット作成に向けての打合せを進めていきました。

記念誌編集にあたり落成準備委員が中心となりましたが、現職職員が各々何らかの形で

編集に携わっています。

聖母愛児園 65 年の歴史は、社会福祉法人聖母会で、59 年、社会福祉法人キリスト教児

童福祉会で 6 年と二つの法人によって成り立っています。圧倒的に聖母会としての歴史が

長く、その功績は、賞賛に値します。しかし、記念誌としてまとめ上げるには、膨大な情

報量になり情報整理は限られた時間の中では困難を極めます。そこで、聖母会関係者の皆

様へ原稿執筆依頼と写真提供への協力をお願いしました。寄せられた原稿の中には、古き

時代の回想が記されており、記念誌を彩ってくれています。本当に感謝です。

65 周年記念事業として、聖母愛児園増改築事業が無事竣工しましたが、その事業に関

する資料の一部を記録として後生に伝えるために掲載しました。

また、現在の記憶を少しでも残せるよう、今生活している子どもたち、以前生活してい

た子どもたち、現職員、旧職員、ボランティアの皆様からの寄稿を多数掲載させて頂きま

した。併せて、中舎制から小舎制に移行するにあたり、現職員が、その概略をまとめてい

ます。企画を立ち上げた当初は、記念誌として体裁がつくだけの原稿や資料が集まるか心

配していましたが、多くの方々の温かいご支援とご協力により、この度、記念誌が発行で

きることは、本当に喜ばしい限りです。

最後に記念誌編集にあたり、関係者の方々に原稿の執筆をお願いしたところ、ご多用に

もかかわらず快く原稿をお寄せいただき、心より感謝申し上げます。


