今井城学園便り
Ｖｏｌ．７７
発行所 社会福祉法人 天使園 今井城学園
〒198-0023 東京都青梅市今井 2-1207-8
℡ 0428-31-2277
http//www.imaijyo.or.jp
Ｅ－ｍａｉｌ info@imaijyo.or.jp

園長 小田川広明
寒さの中にも、少しずつ春の温かい日差しが感じられるようになり、学園の周りの木々も芽吹
き始めています。
さて、３月には大きな行事が２つありました。５日には、学園の子どもたち全員で東京ディズ
ニーランドに行きました。毎年、最後の外出行事として行っています。年齢別にグループを作り
１日楽しんできました。子どもたちの入園料は未来塾様からの寄付金を充てさせていただきまし
た。誠にありがとうございます。
２０日には卒園式・進級進学を祝う会が開催されました。今年度は、６名の卒園生と５名の家
庭復帰の子どもたちがいました。卒園生のうち１名は４年生の大学へ進み経済・経営の勉強をし
ます。またもう１名は、保育士を目指して専門学校へ進みました。４名は就職の道を選び、その
うち２名は一般社団法人子供みらい基金様のご支援により就職しました。住居や家電のサポート
をいただき、社会人１年生のスタートを切ることが出来ました。進学・就職・家庭復帰、それぞ
れの子どもたちはこれからも様々な壁にぶつかると思いますが、自立支援コーディネーターを中
心にサポートしていきたいと思います。
最後に、平成２８年度も皆様のご支援により、無事過ごすことが出来ましたことに感謝申し上
げます。平成２９年度も職員一同、子どもたちのために全力を尽くしていきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
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節分
本園・各ホームで豆まきをしました。
自作のお面をつけて参戦する子も！

高校生外食行事
ジョナサンで公共マナーを学びながら
明るい雰囲気の中食事しました。

ダンス部外食
練習や交流会、クリスマス会など…
１年間本当によくがんばりました！

防災訓練
毎月子ども会議前に行っています。
バディの安全を確認しながら避難します。

国際交流プログラム IN マレーシア・ペナン
４泊６日の旅。ホームステイをしたり、マレーシアの児童養護施設や作業所に行ったり…
今井城学園からは２名の高校３年生が参加し、貴重な体験をしてきました！

ＴＤＬ行事
小グループに分かれて、ディズニーランドをまわりました。
アトラクション、パレード、食事とそれぞれ楽しみ、
年度の最後に夢の国で素敵な思い出ができました！

卒園生外出
子どもからの希望で今年度から始まった行事です。
希望する卒園生と担当で計画を立てて、個別外出をしました。
外出先は横浜、ソラマチ、秋葉原、渋谷、新宿、岩盤浴等でした。

リービングケア中高生勉強会
青梅警察署の方に講師をお願いし、
ＳＮＳ、薬物、万引きについて
学習しました。

卒園生のことば・卒園生へのことば

みずき
私は将来、児童養護施設で職員として働きたいと思っています。そう思ったのは今井城学園で立派に育てて貰えたか
らだと思います。
私は今井城学園での生活でたくさんのことを学ぶことができました。どんなに悪いことをしても職員は私を見捨てず
に育ててくれました。たとえそれは仕事だったからだとしても私は充分に愛情をそそいでもらえたと思っています。そ
ういうことを感じて私は次第に児童養護施設で働きたいと思いました。また、児童養護施設で実際に育ってきてるから
こそ、より子どもの気持ちが少しでもわかってあげられるんじゃないかなとおもいました。私は今井城学園の職員を尊
敬しています。小学 5 年生～中学 1 年生まで担当してくれた新井さん。もう辞めてしまったけど一番の反抗期の時に担
当してくれて、たくさんの言い合いをして、暴言を吐いたけどいつも一緒に泣いて、だからなのか今では言いたいこと
を全て言える信頼している職員です。そんな信頼していた職員から平山さんに変わり 1 年間担当してくれて、吹奏楽部
に入り毎日忙しくそのイライラなどをぶつけて、人にどう思われているかばかりを気にしていて上手く相談もできなか
ったけど、いつも正面から平山さんもぶつかってくれました。今では気軽に話せる信頼している職員です。中学 3 年生
で受験でピリピリしている空気のとき担当してくれた大仲さん。大仲さんはいつもじっくり話を聞いてくれて未だに、
みずがきのスタッフルームと玄関の間の狭い空間で長時間受験について言い合いをしたことを覚えています。高校 1 年
生～高校 3 年生の途中まで担当してくれた常世田さん。新人で何も分かっていなくて、いつもイライラしたし、たくさ
ん言い合いをしたけど常世田さんなりにいつも頑張ってくれて正直仕事はできないけど、気づけば信頼していました。
小学校 6 年生からずっと心理でお世話になった尾園さん。週一で 1 時間という短い時間だったけど、いつも学校や学園
での悩み、楽しかったことなど聞いてくれて、今では何でも相談できる存在です。高校受験前学習指導でお世話になっ
た小宅さん。大嫌いだった勉強を勉強って大切なんだと思わせてくれてありがとうございます。おかげで高校で勉強頑
張れました。最後、担当者がいなくなって進路や卒園後のことをこまかく、的確に準備してくれて、正直こまかすぎて
うるさいなとか思ったけど、とてもスムーズに準備が終わり、今こんなに卒園後のことを安心できているのは細井さん
のおかげです。いつもより家庭的にとこどもを第一に考えてくれたりいろんな話をきいてくれた岡部さん。おかげで毎
日が過ごしやすかったです。いつも大きな声でしゃべって、本当に困っているとき話を聞いてくれた本多さん。いつも
元気をもらえました。いぶきで兄弟 3 人同じ場所で過ごせるよう考えてくれた矢野さん。おかげで最後の 3 年間本当に
大切なものを見つけられました。いつも本当に大切なとき話を聞いてくれたり、ちゃんと叱ってくれる大沼さん。世間
話とかできて楽しかったです。親のこととか大変だったけど私達兄弟を第一に考えてくれた吉澤さん。他にも私をここ
まで立派に育ててくれて感謝をしています。たくさん言い合いもしたし、してはいけない悪いこともしたけど私を見捨
てずに育ててくれてありがとうございます。私を実の子どものように育ててくれてありがとうございます。私は児童養
護施設で働いたら、職員が私にしてくれたようなことをしていきたいと思っています。私が働いていつか子どもを見送
るとき少しでも、施設で育てて貰えてよかったって思ってもらえるよう充分に愛情を注いで育てていきたいです。毎日
暴言は枯れたり、子どもにコキ使われたり夢なんてあるような仕事ではなく正直しんどいと思うけど、今井城学園の職
員を思い出して頑張っていきます。11 年間立派に育ててくれて本当にありがとう。私は今井城学園で育てられてきて本
当によかったと思っています。

みずきさんへ

細井 豪太

卒園・卒業おめでとうございます。10 年間の今井城学園での生活を振り返るには語り尽くせないと思いますが、沢山
の人たちがみずきさんのために支えてきてくれました。高校 3 年で進路に悩んでいた時もその人達の様になりたいと言
って保育の道を目指すことに決めましたね。GH いぶきでの周りを支える力や、気遣い、優しさは子ども達も職員もみ
んなが助けられました。本当にありがとう。一人暮らしで不安もあるとは思うけれど、悩みすぎずにいつでもみんなの
顔を見に来てくださいね。

いさお
私は、今井城学園に 15 年間暮らしてきました。なのでここにいる子どものだれよりもこの学園を知っているつもりで
す。まだ園長が園長になる前事務室で働いていて小田ちゃんと言われていたことや、今の学園を塗り替えたことや、臨
海が前は新潟ではなかったことなど、これだけではないですが沢山今井城の過去を知っています。今と昔を知っている
からこそ昔はあんなだったなどくらべてしまいます。最近入ってきたばかりの職員に注意されるとこいつは何を知って
るんだかなど思ったりもします。でもここの施設の職員はこんな自分にも優しく接し続けてくれました。好きなスポー
ツを 9 年間続けさせて下さった園長をはじめとする上の方々や、朝部活で一番起きなくてはけない自分よりも早く起き、
弁当や朝ご飯を準備してくれた、主に石川さん水澤さん井砂さん、また担当してくれた職員には本当に感謝しています。
ありがとうございました。
話は変わりますが、次は職員の人達に聞いてほしい話です。2 つあります。１つ目は、自分がまだ幼稚園に通ってい
た頃、一時期自分は事務室に毎日にように遊びに行っていました。今では考えられないですよね。遊ぶものはなかった
のになぜ行っていたのかというと、先ほどいいましたが園長がまだ事務室で働いてた時、小田ちゃんのパソコンのホー
ム画面は吸血鬼の館みたいな画面の中のコウモリなどが動くのをじっと見ているのが好きだったからです。園長は自分
が来るたびに時には膝にのせてくれて見させてくれました。今考えるととても仕事のじゃまでいい迷惑ですよね。でも
それでも嫌な顔せず見せてくれたことは忘れません。2 つ目は、吉澤さんが 2 階で働いていた頃です。ここにいるほと
んどの人は知らないと思いますが自分は小さい頃、夜度々起きる子でした。変な夢を見たり、壁がせまってきたり。あ
る時起きてきた自分を吉澤さんは、まん中のスタッフルームで吉澤さんは書類、自分には絵を眠くなるまで書かせてく
れ、飲み物を飲ませてくれました。こうやさしく接してくれた園長と吉澤さんの思い出は良い思い出です。なぜ職員に
聞いてもらいたかったかというと、ルールに縛られすぎてませんか？別にルールを破れとは言ってませんし、園長や吉
澤さんみたいになれとも言ってません。ですがこういった職員の行動がどんなに幼い子でも忘れず残ります。自分が言
いたかったことは、子どもの為になる行動をしてほしいということです。必ずその行動は、子どもの心に残りとても良
い思い出になります。毎日多忙な中で子どもにやさしく接しとても疲れていることは知っています。体調が優れない日
でも働いていて大変な仕事だということも知っています。無理せずがんばってください。
最後に自分は高校がキリスト教の学校でした。なのでみんなにも知ってほしい聖書の所を読みたいと思います。新
約聖書の 312 ページコリントの信徒への手紙十章 13 節を拝読します。
『あなたがたを襲った試練で、人間として耐えら
れないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなたがたを耐えられないような試練に遭わせることはな
さらず、試練と共に、それに耐えられるよう、逃れる道をも備えていてくださいます。』なぜここを知ってほしかったか
というと、誰しもが一度は辛い経験をしていると思います。今辛いという人もいるかもしれません。ですがこの聖書の
言葉の通り、自分たちは必ずどんな困難な試練がきても解決できます。あきらめないで果敢に挑んでください。いつか
は必ず解決できます。自分はこの言葉で皆さんの不安を少しでも取り除けたらいいなと思っています。長くなりました
が、この 15 年間自分は施設で暮らすことができて本当によかったです。今度会う時には、一回りも二回りも大きくなっ
て会えるよう頑張ります。ここでの思い出は一生忘れません。今までありがとうございました。

いさお君へ

石川 宏樹

いさお君とは 12 年前、いさお君が小学 1 年生の時から同じ 2 階ホールで過ごしてきました。いさと言えばサッカー。
６ブロや江戸っ子と言ったサッカー大会では、何年もの間「いさ頼み」の状態が続きました。サッカーやそれを続ける
ために支えてくれた周りの人達から、本当に多くのことを吸収してきたのだなぁと最後の一年やまぶきで一緒になり強
く感じました。
４月から大学生。出来ている様で出来ていない、分かっている様で分かっていない所がたくさん出てくると思います。
学校サボるなよ。アルバイトしろよ。家賃や光熱費滞納するなよ。出来るだけ自炊しろよ。布団干せよ。そして何かあ
れば、何も無くても遊びに来いよ。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------あきら
お集まりのみなさん今日はきていただきありがとうございます。
私は、今井城学園に入って 2 年になりましたが、グループホームやまぶきで過ごしていて、イライラした時や困った
時に、相談ができる職員がいてくれたおかげで、自分はすごく安心することができました。グループホームでの思い出
は、最初にやまぶきに入った時は、みんなが、荷物を運んでくれたことを覚えています。もう一つは、5 月のスポーツ
大会のマラソンで、女性の職員をぬいたことが今でも覚えています。グループホームでの思い出は、やまぶきの職員に、
毎日相談が出来たり、やさしくしてもらったことが、思い出として残りました。今までお世話になりました。社会人に
なってもがんばりたいと思います。

あきらくんへ

水澤 里栄

卒園・卒業おめでとう。あきら君がＧＨやまぶきへ見学に来てくれた日から今まで、あきら君との思い出がたくさん
浮かびます。色々と悩んだ事も辛かった事もあったし、これからもたくさんそういう事があると思いますが、今まで考
えた事・教わった事を活かして前に進んでいってね。あきら君の明るい笑顔、みんなを和ませる優しさ、時に滑ってし
まうギャグセンスをこれからもたくさんの人に届けてください。困った時は、いつでも相談してください。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------あんず
本日はお忙しい中私たちの卒園式にお越しいただきありがとうございます。
私は高校に上がる時に今井城学園に入所しました。最初の担当は出雲さんでした。出雲さんは私が来た時に休みで来
てくれて、とても不機嫌だったのを覚えています。スキップが出来なくロボットに見えるスキップが好きです。また、
カマキリのマネが上手く、クリスマス会でやってもらいました。出雲さんには入所した時に「3 年間、私が見るからね。」
と言われたのに 1 年しか見てもらえなかったのが残念でした。
高校 2 年生で 3 階から 2 階にホールが変わりました。職員は平山さんと河連さんと小林菜摘さんでした。最初は河連
さんが嫌すぎてホールの職員に河連さんがいることが分かり泣きました。今は話すのが楽しいです。菜摘さんは、毎回
私が平山さんに言えないことを聞いてくれました。とても助かりました。
高校 3 年生では河連さんが 3 階に上がり、新人の里江さんが入りました。里江さんは幼児さんに注意することが少な
く、「なんで注意しないの」と思うことがあります。ですが、マイペースで天然な里江さんが好きです。
2 年間、担当してくれた平山さんにはとても感謝しています。問題を起こした時も休みで来てくれたり、一緒に色ん
な人に謝りにいったりしてくれてありがとうございました。ですが、私が書いた手紙を勝手に他の人に見せたり、
「聞い
て」と言ったのに途中で割りこんで平山さんの話になるのは嫌でした。平山さんに一番感謝することは進路です。元々
は千葉の会社で決まっていたのですが、12 月に内定を取り消された時に側にいてくれて安心することができました。ま
た、園長を通して次の会社を見つけ、連絡を取ってくれました。おかげで無事、2 月に内定をもらうことができとても
感謝しています。平山さんとは 2 年間の付き合いでしたが、平山さんが担当で本当に良かったです。
吉澤さんにも感謝しています。話すのも会うのも嫌だった親との間に入ってくれました。今は前よりかは親と関わる
のは嫌じゃなくなりました。
今井城学園は 3 年間でしたが、私の施設生活は約 18 年でした。18 年間で様々な人と出会い、迷惑を掛け成長するこ
とが出来たと思います。今になってたくさんの人の支えがあって生活できたことが分かりました。
社会に出てたくさんの誘惑がありますが、負けないように生活しようと思います。
3 年間、私を見守って支えてくれてありがとうございました。

あんずさんへ

平山

純会

元気にしていますか？痩せてしまったあんずちゃんを心配しています。念願の一人暮らしも寂しさを感じている様です
が、周りの人はあんずちゃんの事を想い、しっかり見て居てくれています。
仕事は慣れるまでは大変です。弱音を吐きたい時はいつでも学園に連絡しておいで。そして時々帰っておいで。みん
なであんずちゃんを待っていますよ。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ゆりか
本日はお忙しい中、私達卒園生のためにお集まり頂きありがとうございます。
私は平成 27 年 3 月の、高校 1 年生から高校 3 年生まで約 2 年間今井城学園で生活してきました。最初の頃、ふかふ
かのベッドで「家に帰りたい」と不安で大泣きした事を今でも思い出します。私が通っていた小学校では、施設で生活
している人が数人いました。私はそれをみている側の人間だったし、まさか自分が施設に入ることになるなんて思って
もいなかったです。
最初の担当職員は小林さんでした。小林さんは、私がつらい時に休みの日でも電話で話を聞いてくれたり、仕事もす
べて一人でやりとおすような心優しいまじめな方でした。今井城学園に来たばかりの私は、スリッパもはかずすぐ泣い
て、小学生のケンカにも勝てないし、まるで幼児さんと一緒でした。不安定な状態が続くなか学校にも入学したので、
学校も泣いてばかりいました。特に学校の先生には大変めいわくをかけたと思います。学校でも今井城学園でも私はト
ラブルをよく起こしていて本当に大変な児童だったと思います。それでも学校の先生や職員さん達は私の事を考えてく
れて、本当に感謝しています。
高校 3 年生になってからは、大仲さんが私の担当になりました。初めは関わりが少なかったのでどんな人なのかと思
いましたが、かなりマイペースな人で本当に面白い人だということが分かりました。

今井城学園に入所してから今日まで、長い様で短くてあっというまでしたが、泣いたり笑ったり怒ったり、色々な事
があったと思います。朝起きないで学校を休んだり、じゃがりこが食べたいからちょうだいともめたり、ベッドをこわ
してしまったりと、どちらかというと悪い思い出の方が多かったかもしれませんが、今となって考えてみればどれもこ
れもたいしたことないと思います。
最後に、私は文章をかくのはあまり得意ではないのですが、これだけは言わせて下さい。1 年間担当してくれた小林
菜摘さん。最後まで私の事を考えてくれた大仲さん。よく私の話を聞いてくれた横田さん。じゃがりこの事や朝起きな
くて怒ってたけど優しくしてくれた河連さん。相談によくのってくれた島崎さん。時には優しく時にはきびしく私に接
してくれた熊坂さん。たくさん私と遊んでくれた山田さん。美味しいご飯を作ってくれた調理さん。学校の先生方や吉
澤さん、園長先生。本当に感謝しています。そして 3 階さくらホールのみんなとは、よく言い合ったりケンカしたりし
たよね。私も怒ってばかりで良い最年長ではなかったと思うけど、元気でいて下さい。今までありがとうございました。
自立して、落ち着いたら顔を見せに来ようと思うので、その時はまたよろしくお願いします。

ゆりかさんへ

大仲 麻美

卒業・卒園おめでとうございます。学園を卒園した後は、
「仕事大丈夫かな～？」と心配をしていましたが、毎日頑張
って出勤出来ていると聞いて非常に嬉しい気持ちになりました。これからまだまだ、友梨香さんにとって沢山の試練が
待ち構えていると思います。でも、今の友梨香さんなら乗り越える事が出来る力は充分にあると思っています。
仕事に疲れてしまった時、少し愚痴を聞いて欲しい時、相談したい時など何かあったらいつでも学園に遊びに来て下
さい。沢山お話ししましょう。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------みつひこ
旅立ちの時を迎え、寒さの中に春の気配を感じる頃となりました。こんなあたたかき日に、このような素晴らしい卒
園式を挙行して下さった園長先生、吉澤さんを始め職員の皆様、並びにお忙しい中お越し下さいましたご来賓の皆様に、
心よりお礼申し上げます。私が今井城学園に入所して 3 年が経ちました。この 1 年は幼児が多く、年上の子が年下のこ
の面倒を見たり、笑い合ったり、助け合ったり、時にはケンカもしながら、毎日があわただしく過ぎています。ではこ
こで 1 つ 4 歳児りゅう君とのちょっとしたエピソードをお話したいと思います。私が腹痛に見舞われてお腹が痛い、と
言っているとりゅう君が赤ちゃん居るの？と真面目に訪ねてきたので、そうかもしれないね、と答えると「卵？」と心
配そうな顔で聞くので笑ってしまった事を覚えています。個性的な児童が多く驚かされる事や元気をもらう事がたくさ
んありました。さて、私からは 2 つお話させて頂きます。1 つ目は抱負と今後についてです。私は今井城学園を巣立っ
た後、不動産会社に就職致します。不動産会社を希望した理由は、衣食住という基本の内の住を提供する大切な仕事で、
またお客様のマイホーム購入に立ち寄る喜びは不動産ならではの魅力だと感じたからです。住まいの提供となると、責
任は重大ですが、間近で見るお客さまの笑顔や、そこで命が育まれたり、その人のストーリーが始まると思うと大きな
やりがいを感じます。新しい環境、新しい人間関係や一人暮らしが始まりますが一生懸命、粉骨砕身頑張って参ります。
最後ですが 2 つ目、今井城の皆へ。私は今井城に来るまでの人生、割とたくさんの不幸と苦しみを経験しました。鬱病
になってどうしようもなくなりました。ですが、皆は途中から入って来た私を迎え入れてくれました。たくさん迷惑を
かけました。それでも私を支えてくれてありがとう。話をしてくれてありがとう。遊んでくれてありがとう。心配して
くれてありがとう。信頼してくれてありがとう。愛してくれてありがとう。楽しい時間をありがとう。充実した日々を
ありがとう。そばにいてくれてありがとう。最後になりましたが、今井城学園を始め職員方、在園生の皆様、並びにご
支援頂きました皆様、地域の皆様、本当にお世話になりました。本当は卒園の実感なんて沸いてません。もう少しだけ
まだみんなといたいですが、きっと大人になる第一歩だと信じ、立派な大人になってみせたいです。ここでお話しさせ
て頂いている身として、ここにもう一度感謝の言葉を申し上げ、私からの言葉とさせて頂きます。皆様のご活躍、ご成
長とご多幸をお祈り申し上げます。本当に本当に本当に本当に、ありがとうございました。

みつひこくんへ

藤原 祥平

卒園おめでとうございます。仕事もプライベートも順調そうですね。温かい職場に迎えられ、延び延びと仕事が出来
ていると思います。みつひこくんの明るさ、面白さがあればお客さんは楽しい気分になれるはずです。でも初心を忘れ
ず、周りの人への気配りは大事にしていってくださいね。
仕事で疲れたりみんなの声が聞きたくなったりした時にはいつでも学園に遊びに来て下さい。みんなみつひこくんと
遊べるのを楽しみにしていますよ。

善意の心

髙橋久雄様

藤 野 哲夫 様

神山典久様

安藤有様

今井堀之内自治会様

大久保清久様

フ ィ リッ プモリスジ ャ パン（ 株） 様

火打庵様

（ 株）Ｓ Ｋ ホ ールディ ング様
花島正二様

江幡夕美様

深田 伊 佐 夫 様

中 村 光夫 様

医療法人社団幸悠会 鈴木慈光病院 理事長 鈴木隆晴様

ありがと

（ 株） 佐勇様

吉森信一様

ニ チ レ イ ふれ あ い 基金様

早川公男様

早坂伸雄様

白木里枝様
大蔵美智子様

（ 有） ダ スカ ジ ャ パンク アウテモ ッ ク 様
未来塾様
野口真紀様

子供み らい 基金様
岸裕子様

日高理惠様

東京善意銀行様

う

こんなことがんばっています！
年長 れいなさん
幼稚園の年長さんとして、小学生を意識しながら張り切って過ご
していました。あらゆることに積極的に取り組み、幼稚園ではリー
ダーシップを発揮し、学園では幼児さんの良きお姉さんとしてみん
なを引っ張ってくれました。4 月からは憧れの 1 年生です。毎日、
元気に登校して欲しいと思います。
（小林里）

年長 ななみさん
小学校に入学する為、ひらがなの練習やカタカナの練習を頑張り
ました。最初は苦手だったカタカナも「1 年生になるから！」と休
日の学習時間を使ってたくさん練習をしました。また、名前を漢字
で書く事にも挑戦し、自分の名前や職員の名前を漢字で書ける様に
もなりました。頑張り屋さんのななみちゃん、4 月から通う小学校
でも勉強を頑張りましょうね。
（河連）

編集後記
７ ７ 号は２ ， ３ 月の内容でお 届けしました。 学園を 巣立っていった子ども 達は元気に過ごし
ているかな …と思いを 馳せな が らこの学園便りを 作成しました。 ４ 月からまた新しい年度が 始
まります。 日々の積み重ねを 大事に子ども 達と過ごしていきます！

