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新年を迎えて 
社会福祉法人春光学園後援会 

会長 岩﨑 聖秀 

 明けましておめでとうございます。 

旧年中は後援会活動に温かいお気持ちをお寄せいただき誠にありがとうございました。 

新しい年を迎えましたが新型コロナウイルスへの不安が再発し、学園の子ども達も我慢のお正月休みを過ごしました。 

私自身も学園への訪問を必要最低限に抑えるなど、思い通りに動くことが出来ず歯がゆさを感じております。 

今この時も最前線で見えない敵と闘っている医療従事者の皆さま、関係各機関の皆さまに心から感謝申し上げます。1

日も早く日常が戻ってくることを願っております。 

本年、私が後援会として実現したいことは 3 つございます。 

1 つ目は、私を含めた後援会関係者と子ども達との定期的な交流です。イベント的なものとは別に、日々の食事を共

にするなど気軽なコミュニケーションを重ねることで、彼らの顔見知りの大人を増やしたいと考えております。これ

は在園中はもちろんのこと、18 歳で社会に出た後も、困った時に頼れる場所、寄りかかることが出来る場所を 1 つで

も多く作ることが目的です。名付けて「親戚のおじさんとおばさんが急に増えますプロジェクト」です(笑)。もちろん、

子ども達の安全を第一に考えた運営を心がけなくてはいけませんが、まずは早い段階でスタートしたく思います。 

2 つ目は、子ども達に仕事やボランティア体験をさせることです。例えば学園主催のイベント等で自分たちが作った

ものなどを販売し、その収益を寄付する。寄付先もクラウドファンディングのサイトなどから自分たちで決める。名

付けて「助け合おう。手を繋ごうプロジェクト」です。辛い経験を重ねてきた彼らだからこそ、与えられるだけではな

く、自ら汗をかきお金を稼ぐこと、助け合うこと、誰かの役に立つことを体験してもらいたい。そこから学べることは

計り知れない価値があると思います。 

3 つ目は「会員拡大プロジェクト」です。従来から取り組んでいる在園中の学習支援や退園時の経済的支援に加え、

今後、退園後の生活サポートにもより力を入れていくためには、さらに多くの方々のご協力が必要です。会員の皆さ

まには、是非ご理解ある方々のご紹介をお願いしたく思っております。ご協力いただける場合は、事務局までお知ら

せ下さい。 

3 つのプロジェクトはいずれも小さな一歩を積み重ねてこそ、子ども達の成長に寄与出来るものと信じています。皆

さまには本年も変わらず、後援会を通じて子ども達と寄り添っていただけますよう心よりお願い申し上げます。本年

が皆さまにとって、穏やかで豊かな 1 年になりますように。



小さな幸せ 
社会福祉法人春光学園 

理事長 森田 常夫 

「春の光」を読んで下さっている皆様、新

年おめでとうございます。日頃から当法人

に対しまして、深いご理解と温かいご支援を賜り、改めて感謝

申し上げます。 

さて、世の中は、昨年もコロナ禍により、様々な制約を受け

て生活せざるを得ない１年だったと思います。そういう意味で

は、春光学園の子ども達もコロナ禍の影響を受けて、２年続け

て様々なイベントや慰問行事が中止となり、楽しみを失い、寂

しい 1 年を過ごしたことと思っています。今年こそ、子ども達に

とっても、世間の全ての人達にとっても、小さな喜びと幸せを

感じられる１年になってくれれば、と願っているところです。 

そんな中、昨年の 11 月中旬のある日、小泉進次郎衆議

院議員が、春光学園の状況を知りたい、子ども達の様子を見

させてほしい、ということで、当法人後援会の岩﨑会長と共に

春光学園を訪れ、1時間半ほど私や児山園長と共に懇談し、

幼児寮の子ども達と遊ぶ機会がありました。児山園長から、

春光学園の歴史・発足時の子ども達の様子・そして今日の春

光学園が受け入れている子ども達の状況・その子ども達の園

内での生活の様子などを説明し、子ども達そして職員の置か

れている状況などを説明させていただきました。 

小泉衆議院議員は、状況を察知して力強いご支援の決意

を述べられた後、「卒園して頑張っている子ども達の成功例な

どはないですか？」と聞かれたので、児山園長と私は何人も

の子ども達の顔を思い浮かべながら、頑張っている子ども達

がいることをお伝えしました。千数百人を超える卒園生たちは

様々な人生を送っていますが、中には毎年プレゼントを送っ

てくれる人、園まで持参してくれる人、あるいはイベントに招待

してくれる人等、卒園して立派に家庭を築き、社会的に自立

して頑張っている卒業生の姿が思い浮かびます。 

最近の卒業生の M 君は 6 年目になりますが、市内のスー

パーで黙々と頑張っている姿を見かけるし、顔を合わせた時

はニコッと笑いながら会釈してくれます。また 4 年生の大学に

通っているOさんは教師を目指して頑張っているが、たまに学

園に来て私と顔を合わせると「理事長先生元気？私も元気だ

よ！」と屈託のない笑顔で挨拶をしてくれます。思わず私も嬉

しくなり、心の中で「頑張れよ！」と応援しています。彼ら、彼女

らが本当に幸せな日々を送れるよう、心から願っている自分

がいます。今年間もなく卒業生を送り出す時期が来ますが、

卒園していく子ども達が小さくても本当の幸せを掴めるよう、そ

れぞれの頑張りを応援したいと思っているところです。 

七五三おめでとう 
令和３年１１月１５日に学園の七歳児 2 名、五歳児 1 名、

三歳児 2名が、衣笠神社に七五三のお宮参りに行きました。

今回もボランティアの田中さんに着付けをしてもらって、写

真撮影はボランティアの

伊澤さんがして下さいま

した。とても可愛い着物

姿を残す事が出来まし

た。田中さん・伊澤さん、

ありがとうございました。 

小泉進次郎議員ようこそ！ 

１１月１７日（水曜

日） 小泉進次郎

衆議院議員が、

岩﨑後援会長と

共に「春光学園」

を訪問しました。 

森田理事長と児山園長とで、児童養護施設の現状と課

題について懇談しました。虐待だけでなく、多くの課題を抱

える子どもたちが増え続ける中、卒園退園後のことや職員

の待遇の厳しさについて理解されました。 

サッカー小野裕二選手来園 

１２月２６日（日曜日）、ガ

ンバ大阪の小野裕二選

手が、兄の小野賢登さん

と一緒に「春光学園」を

訪問しました。 

新型コロナウイルスの感

染が収束したら、子ども

たちとサッカーを通して交流する約束をしました。 

卒園生のうれしい訪問 

１２月３日（金曜日） 卒園生の三宅佳奈さんが、就労先

の小澤長幸社長（日本水産観光株式

会社）と一緒に「春光学園」を訪問しま

した。三宅さんは、職場での自作のケ

ーキをみんなに披露しました。尚、１２

月から誕生月のケーキ作りを毎月届

けてくれることになりました。 

春光学園活動報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 令和 4年 1月 20日       〒238-0015                       TEL :   046-822-0479 

                               神奈川県横須賀市田戸台 26       FAX：    046-822-0471 

                                                             

§園長あいさつ§     

 後援会の皆様におかれましては、お健やかに新しい年をお迎えのことと存じます。 

こども園も 1月 4日から始まり、元気な子どもたちの声が戻ってまいりました。 

 さて、安浦分園も皆様のおかげをもちまして昨年 12月に移転し、教育・保育を開始する事が 

出来ました。子どもたちも新しい環境にすぐに慣れ、毎日楽しく過ごしております。保護者の皆様も、 

玄関に入ると全てのお部屋が見渡せるので安心です、ととても喜んで下さっています。また、駅に近い 

のがなによりです、ともおっしゃって下さいます。ちゅうりっぷ組の子どもたちは、4月から 3歳児 

として本園に通うことになるのですが、ほんの 3か月間だけでも新設園で過ごすことが出来て良かった 

と思います。 

 今年度も残り 3か月となりました。1月 22日には生活発表会を控え、各お部屋からはラテン楽器の 

          演奏や和太鼓の力強い響きや掛け声が聴こえてきます。特に、年長児にとっては 

          園生活最後の発表会ですので、持てる力を十分に発揮し、練習に励んでおります。 

           しかし、ここにきて新型コロナの感染者数が増えてきている事が心配ですが、 

          入場者数の制限などなく、ご家族皆様にご覧いただけることを願っております。 

           今年も皆様のご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。 

 

  11月 6日（土）、安浦・上町分園では『作品展』が行われました。 

 今年は、安浦分園は『自然』をテーマに、上町分園は『アンパンマン』をテーマにして、4月から 

 コツコツと作品を作りためてきました。 

  当日はお天気にも恵まれ、ほとんどの子どもたちが保護者の方と一緒に来園し、自分の作品を 

 披露したり、他のクラスの子どもたちの作品をみて楽しんだりしていました。今年度もコロナに 

 配慮し、子ども 1人につきお家の方 2人まで入場可能とし、さらにクラス毎に時間をずらして入場 

 していただくなど様々な制限がありましたが、皆様が快くご協力くださり、ゆっくりと作品展を 

 ご覧いただく事が出来ました。 

            どちらの園も、つくった作品で遊べるコーナーがあり、 

           子どもたちは、時間いっぱいまで存分に楽しんで 

           いました。 

《上町分園》 《安浦分園》 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§芋掘り§     

  11月 12日（金）、春光学園理事の松谷先生の 

 畑にお招きいただき、年長児がさつま芋掘りを 

 体験させていただきました。たかとり山中腹に 

 畑があり、園から畑への道のりも子どもたちに

とっては大冒険でした。 

  畑では、まず鍬を使って茎を刈るところから 

 教えていただき、いよいよ芋掘りへ・・。2人組

になって力を合わせ、「うんとこしょ、どっこい

しょ」。出てきたお芋の大きさに大喜びしていま 

 した。帰り道のリュックはとても重かったので

すが、自分で掘った事が嬉しくて、がんばって 

 背負って山を下りてきました。 

  深まりゆく秋の中、大変貴重な時間を過ごさ

せていただきました。 

  

         §生け花体験§   

            11月 18日（木）、今 

年も年長児が生け花に 

挑戦しました。 

  残念ながら、今年度もコロナの影響で古流 

松藤会の先生方にお越しいただく事は出来ま 

せんでしたが、安藤園長の指導のもと、生け花 

を体験しました。 

今回は、全員が同じ花材を使ったのですが、 

その生け方は一人ひとり異なり、高低のバラン 

スを上手くとりながら生けたり、思い切りよく 

ダイナミックに生けたりと、その作品は個性 

豊かなものとなりました。 

  保育室に展示して、保護者の皆様に見ていた 

だくと、子どもたちの作品の見事さに感心され 

ていました。 

こうしてみようかな～ 
 

§クリスマス会§    

 12月 22日（水）、乳児組と幼児組に分 

かれ、それぞれクリスマス会を行いました。 

 0歳児から 5歳児まで、各クラスで出し物を披露し、 

楽しいひと時を過ごしました。2歳児の子どもたちは 

劇あそびに挑戦し、張り切ってセリフを発表する 

可愛い姿を見せてくれました。 

 みんなで『あわてんぼうのサンタクロース』を歌っ

ていると、どこからともなく鈴の音が聴こえてきて 

プレゼントを持ったサンタクロースが登場しました。 

0 歳児の赤ちゃんたちはびっくりして泣き出してしま

ったり、怖がったりする姿も見られましたが、プレ 

ゼントをもらうと嬉しかった様で、しっかりと握り 

しめていました。5歳児の子どもたちは、「どうやって

きたの？」「トナカイはどこ？」と質問し、サンタが 

「トナカイとソリは駐車場に停めてあるよ」と答える 

と、「えーっ」と驚きの声をあげ、とても盛り上がって

いました。 

 

  

§安浦分園、お引越し完了§  

 12月 3日～5日で、安浦分園のお引越しが 

完了し、6日から新しい場所での生活が始まり 

ました。 

 初日は見慣れない場所に不安を感じ、登園時 

泣いてしまった子どももいましたが、その日の 

内になじんだようで、夕方のお迎えの時には 

ニコニコ笑顔を見せてくれました。 

 保育室には珍しい障子があったり、部屋の中 

にある丸い柱には小さな穴が開いており、人形

が隠れていたりと、とても素敵な空間になって

います。 

 近くにいらっしゃった際には、ぜひご覧に 

なってください。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1491136869/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5pbGx1c3QtcG9ja2V0LmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wNy8xNDcwLTUwMHgzNzUuanBn/RS=%5eADBrKMXFQkJGpi_dk_OnOilEhuCyzM-;_ylt=A2RCAwTln99YEQMA0wCU3uV7


  

  

１０／３ （日）野球招待 報知社会福祉事業団さま 

  １６ （土）プロレス招待 諏訪魔選手さま 

  ２９ （金）学園ハロウィン 

１１／３ （水）サッカー招待 小野賢登さま 

   ６ （土）人形劇団ムーブボランティア訪問 

  ２０ （土）みかん狩り招待 千賀さま 

１２／５ （日）プロレス招待 諏訪魔選手さま 

  １１ （土）ベースＤＬＡ クリスマス訪問 

  １３ （月）ベースKimmick High School さま クリスマス訪問 

  １９ （日）クリスマスコンサート招待 

  ２１ （火）ベースＮＡＶＦＡＣＦＥ クリスマスプレゼント 

  ２２ （水）ベース学童クラブ クリスマス訪問 

１０月～１２月 回転寿司招待 エフベ・モセンとみなさま 

 

団体・法人～在日米軍横須賀基地ＮＡＶＦＡＣ様・ＤＬＡ様・ＦＬＣＹ様・学童クラブ様・Ｋｉｎｎｉｃｋ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ様・(株)大神様・湘南衣笠ゴルフ

（様）・平川商事（株）様・ライジングサン様・(株)城水様・ムッシュ・タルト様・（株）スワン商会様・（株）Ａｓｓｉｓｔ様・インストラスト様・コストコホールセールジ

ャパン(株)金沢ｼｰｻｲﾄﾞ倉庫店様・（有）東洋紙業様・(有)覚満寺運送様・（株）アクア自動車様(株)・(株)不二テクノ・ほっともっと様・(有)辰若様・(株)チュ

チュアンナ様・横須賀中央ライオンズクラブ様・ゴールデンパレス様・パレス会館様・リッチランド 様・ニューリッチ様・入兆久里浜店様・立正佼成会横

須賀教会様・セカンドハーベストジャパン様・関東学院六浦小学校様・西来寺様・報知社会福祉事業団様・東蔵寺様・(株)トーヨー様・（株）ＹＥＳ様・ 

子どもレストラン大津様・なかよし食堂様・（株）Ｓｕｇｅｒ Ｗｏｒｋｓ様・東京ピースライオンズクラブスマイル支部様・住まいるハウス様・ワールドメイト様・ 

オールジャパンプロレスリング（株）様・ドミノピザ横須賀大矢部店様・日本水産観光（株）様・人形劇団ムーブ様・ＯＮＯ ＦＯＯＴＢＡＬＬ事務局様・Ｓｈｏｅ

ｓｈｉｎｅ Ｃｈｎｍ′ｓ Ｂａｒ様・Ｍｉｕｒａ Ｓｅｗｉｎｇ Ｏｈａｎａ様・（株）昇英企画様・第一生命保険（株）様・ＨＯＬＵＤＯＮＡ（株）様・（株）サンワールド様・ 

ビーグレン様・ＪＦＯ・子どもに均等な機会を様・全国シャンメリー協同組合様・全国坂本龍馬社中様・（株）ブレッシングス様・（有）山下ＩＣＳ様・神奈川

県電気工事工業組合横須賀地区本部様・日本鏡餅組合様・横須賀芸術文化財団様・住友重機械労働組合連合会横須賀地方本部様・バルーンショ

ッププリュム（公郷）様・かねこ耳鼻咽喉科様・増田商事様・ＮＰＯ法人ＪＦＨ・三色すみれ様・青山様・ａｋｉ坊様・ふれあい様・久里浜中央自動車学校

様・明治安田生命保険相互会社三浦営業所様・（株）オレンジカラー様・ミセス日本グランプリ関東支部様・横・横代理店倶楽部様・日本出版販売

（株）様・衣笠地区社協青少年育成部会様・（有）ヤマヨ久保田商会様・臼井不動産（株）様・毎日新聞東京社会事業団様・神奈川トヨタ自動車（株）様 

松山商事（株）様・カレンズ（株）様・（株）クロサワエンジニアリング様・フィリップモリスジャパン合同会社様・（株）サンゲツ様・すずらんグループ様・（株）

ＳＬ Ｃｒｅａｔｉｏｎｓ様 

個人～小田切様・岩﨑(眞)様・岩﨑(次)様・岩﨑(聖)様・岩﨑(優)様・伊澤様・小山様・松山様・関本様・長井(江)様・金子（正）様・生井様・諏訪魔選手

様・猪股様・小松様・ケイティ―恩田様・小原様・エフベ モセン様・新浪様・小池様・藤田（綾）様・菅沼（精）様・村松様・松田（隆）様・篠崎様・片倉様・

伊藤（美）様・松井（俊）様・原己恵子様・濱田様・武原様・栗山様・黒川様・葛野様・高久様・入江様・永井様 

 



衣笠歳時記  その４２ 

春光学園 園長 児山秀一 

 

 あけましておめでとうございます。後援会のみなさまには、常日頃から春光学園

に深いご理解と温かいご支援をいただき、誠にありがとうございます。本年もみなさ

まにとりまして良い年でありますことを心よりお祈り申し上げます。 

 昨年もコロナ禍により、子どもたちも職員もいろいろと影響を受けた年でした。

厳しいコロナ禍の中、みなさまからの温かいご支援は、どんなにか勇気づけられ支

えられたことか、本当に感謝しております。引き続き、本年も変わらぬご支援を賜り

たく、よろしくお願いいたします。                               

今年の高校を卒業する卒園生は６人になる。進学、就活中だが、何とか３月末までには確定したい。    

さて、話は変わり、前回に引き続き児童養護施設の子どもたちが施設を離れた後の厳しい現実、孤独の寂しさについ

てである。学園の子どもたちの親への思いや存在などのイメージをどう考えているかご存じだろうか？今は、どの子にも親

がいる。しかし、身寄りがなかったり、虐待や家庭の都合などで親と一緒に暮らすことができない子どもたちの思いは複雑

だ。母親の存在、父親の存在、肉親の存在・・・ 

例えば、運動会の応援での大きな声援、入試や就労などの不安な思いを励ます言葉掛け、失敗した

こと、出来なかったことに大丈夫と声を掛けてくれる思い等・・・。他の親のそういった姿を見て、嫉妬や羨

望ではなく、不安とか殆いとか感じたとき、背中を押してくれたり、手を握ったり、肩を抱き寄せてくれる人

を知らない。自分には、そういう人がいないと感じるのだ。家族、親という種族の本質と存在意義を発見

する。どうしょうもない孤独感。どうにもならない孤独に気づき、寄り添ってくれる人がいないと感じる。

それに応えるために職員は、入所した子どもたちの気持ちに寄り添い、孤独を支える。多くの子どもた

ちに囲まれた学園の集団生活は、賑やかで、常に人がいて、自分の境遇に近い者もおり、それがあ

る意味では安心に繋がっている。また、社会性、協調性などが育まれる。 

それが、卒園した後の毎日の暮らしは、一変した状態になるという。卒園退園した子は、「急に、独り暮らしで生活する

んですよ。いつも誰かしらいた生活から、それが、いきなり一間のアパートで一人でご飯を食べて、誰もいなくて、し～んと

して、何とも言えないむなしさ、寂しさ、孤独を感じて・・・・」。学園からの卒園退園は、突如直面した自立の厳しい現実が

ある。職員はその現状を何とかしたいという思いから、アフターケアとしてアパートを訪ねては、「うまくやってるか？」「困っ

ていることないの？」と声をかけている。また、金銭管理、通院の付き添い、生活支援等を卒園退園後も支えている。 

それでも児童養護施設を卒園退園した後に何らかのきっかけで学園との繋がりが断たれ、生活が立ちいかなくなるま

で、追い詰められていくケースが多いのも紛れもない現実だ。気兼ねなく悩みを打ち明けたり、助けを求めたりできる拠り

どころを失った卒園退園児たちは、学園からの自立後ほどなく袋小路に入り込んでしまうこともある。 

更に、児童養護施設の子どもたちにとってのハンディは、愛着形成がある。それも、愛情の欠落だけではない。むしろ、

自分の人生の芯や核になりうるもの、あらゆる行為や道徳、規範意識を含め基準となるものの欠如が問題だ。つまり、こん

なとき父親ならばどうするだろう？母親ならばどう考えるだろう？という単純な思考方法を持てない。 

そのような境遇から、長年、児童養護施設の職員は、子どもたちにとって純然たる「親代わり」までは至らずとも、それに

近い形で子どもたちの成長を支える、いわば心の安全基地としての存在意義は極めて大きい。虐待や不適切な養育環

境の心の傷を、２４時間３６５日、児童養護施設にいる間、その傷を癒すため日夜奮闘している。基本的生活習慣や躾、

人として必要なことを身につけさせ、社会に出て困らないように自立を支援している。                              

しかし、施設だけで全てが成り立つ訳ではない。後援会の皆様、学校、児童相談所を含めい

ろいろな関係機関、地域の皆様、ボランティアの方々を含め多くの支えがなければ成り立たない。 

どうかみなさまからの力強く温かいご支援を今年もよろしくお願いいたします。 


