
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ニュー・スタッフ紹介◇◇ニュー・スタッフ紹介◇◇ニュー・スタッフ紹介◇◇ニュー・スタッフ紹介◇    

 廣瀬ホームをお手伝いさせて頂くようになり、8

ヶ月が経過しました。私は同時に人力舎でのお手

伝いもさせて頂いており、地域とのかかわり、児

童相談所等の施設とのかかわり、その他多くの

方々の支え、関係があって始めてやっていけるこ

とだと思いました。親と離れて生活するというこ

とは子どもにとっては大変な事だと思いますが、

本来親が見せるべき手本を見せるということは子

どもにとってとても大事な事であり、子育ての大

変さを痛感すると共に人と人との関係がどれ程大

事であるかという事も改めて考えさせて頂いてい

ます。 

            ホームスタッフ 本間 

 出会いから始まり、毎日の生活で子供達の順応性の速さと子

供達独特の個性に驚きと成長を感じた二年目でした。 

 また、ホームを巣立つ子供達の別れと、親子の絆も子供達を

通して学ぶ機会でもありました。 

 関係者のたゆまぬご努力には深い感謝の気持ちで一杯です。 

我が家の子供達が教えてくれたホームのあり方は、血の繋がり

ではない日常の生活から出てくる家族の作り方と、決して理論

的ではない人として心が通い合う毎日の生活なのだと言う事

を子供達から学び実感いたしました。 

 子供との出会いは、緊張と相手を見る行動から始まり、子供

達の性格的なこともありますが、慣れてくると試し行動が出て

きます、試し行動の内容は、子ども達が過去において学んだで

あろう事を出してきます。また、試し行動が子供なりに納得を

してくると、今度は子供達自身が学びの体制を取り出してきま

す、試し行動の強い子ほど学びの幅が広く目を見張るものが有

りました。 

 素晴らしき子ども達の成長に幸せあれと願いたい、ひろせ夫

婦です。 

          ひろせホーム 代表  廣瀬 タカ子 

 

 

 昨冬、わが家に三カ月の女の子がやってきた。里親登録し

て以来、初の里子だ。里子というより、子どもを育てること

自体が初体験となる私にとって、何をするにしても戸惑うこ

とばかり。里親をしている実家で幼な子の面倒を見た経験が

ある妻が、この時ほど頼もしく感じたことはなかった。 

 ありがたかったのは妻の存在だけではない。赤ちゃんが来

たと聞いた近所の人たちが、ベビーベッドや肌着、玩具など

を持ってきてくれたのだ。近所付き合いが疎遠になったと言

わる世の中だが、まだまだ捨てたものではないと思った。 

 妻によると、里子が来て以来、私の帰宅時間が早くなった

らしい。実際、実子でもないのに彼女がなんと愛しかったこ

とか。里親としての使命感ではなく、純粋無垢な存在に対し

無条件の愛情を投げかけよう、そんな思いを抱いていた。 

 声をかけると笑顔を返してくれる、小さい手をつつくと握

り返してくる（妻が言うには赤ちゃん特有の反射行為らしいが）。彼

女と接しているだけでどれほど心が癒されただろうか。入浴の際、不

慣れな手つきで湯船に浸からせると不安げな表情を浮かべる。ちょっ

としたことでも、赤ちゃんは敏感に感じ取るということも分かった。 

 私と妻は、愛着障害を危惧し継続して里子として育てたい意向を児

相側に伝えたが、色よい返事はもらえなかった。なんともやり切れな

い気持ちを感じた。里親制度について、ここで長々と論じるつもりは

ないが、今の制度は子どもの幸せにつながるものではないと感じざる

をえなかった。 

 お風呂に入れる手つきも慣れて来た頃、ついに別れの時がやってき

た。会社に向かう朝、彼女はいつものように無邪気な笑顔で私を送り

出してくれた。無力な私たちは、彼女に何もしてあげられなかった。

ただ、彼女の幸せを祈ることしかできない。紅葉のような愛らしい手

で、幸せを掴み取ってほしいと思う。 

 ひろせホーム通信ひろせホーム通信ひろせホーム通信ひろせホーム通信            Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．２２２２    

発行：ひろせホーム（代表 廣瀬タカ子） 

〒299-1147 君津市人見2-12-4 

                  ℡ 0439-54-5688 

 児童自立援助ホームは１５歳以上の子ども達のホームです。FGHの「ひろせホーム」と偶然同じ地域で開設し，ともに

歩んでいます。食事会やもちつきなどをともに行う中で，高齢児と低年齢児がお互いを感じています。小さな子どもの手

をとり杵をもつ里父，たどたどしく食事をとる子ども達に手を焼く里母の姿を見ることは，子どもが育つ家庭を体験して

いない彼らにとっては必要な場面です。ともに，経済的にも，肉体的にも，精神的にも厳しい状況ではありますが，家庭

的養護の良さを協力し，守っていけたらと思っています。 

                                  児童自立援助ホーム 人力舎 髙橋 克己 



４月 養育園へＪくん帰園（帰園を早めた） １１月 埼玉へ（実子の子の迎え）　　
Ｙちゃん実母と面会　Ｈちゃん帰省（自宅へ） 避難訓練（幼稚園）３人　　
始業式（中学・幼稚園） 交通安全教室（幼稚園年長）２人　　
里母緊急入院　子ども達一時保護（児童相談所） 予防接種（ＴＭ君・Ａちゃん）　　
大阪より実子ＯＮお手伝いに来る 里親会研修会（県）　　　
児童相談所より子ども達がホームへえ帰ってくる 卒園のための撮影会（年長２人）　　
養育園へ行っているＪくんの入学式に行く（オネ～） 里親会親子交流会（子どもたち熱で中止）　　
入園式（Ａちゃん） 入学前の健康診断（小学校）Ｔ君・ＴＭ君　　
Ｈちゃんの自宅へ迎えに行く Ｊ君帰省（施設から）　
県庁・児童相談所にあいさつ回り 幼稚園説明会（駐車場の件）　
里父同窓会で北海道に行く 耳鼻科受診（子ども全員）　
幼稚園行事参加　　中学校参観日 Ｊ君帰園（施設へ）　　
自立援助ホームより寄贈（子ども自転車・かさ） Ｈ君心理検査　　
ホームの子ども達と海遊び（富津海水浴場） ふれあい家族説明会（中央）　
ぎょう虫検査（幼稚園）３人　幼稚園総会 自立支援施設との夕食会（ひろせホームで）　　
君津市役所教育課あいさつ 病院の医者に講演会の依頼話
市・健康福祉センター職員来所 １２月 中学校宿泊訓練（スキー）Ｙちゃん　　
ホームの子ども達との竹の子掘り。帰りに温泉へ 幼稚園生活発表会準備　　
家庭訪問（中学）　　尿検査（中学・幼稚園） Ｈ君の実母に状況報告（君津児相）　　
ゴールデンウイーク始まり登校日（中学・幼稚園） 中学校三者面談（Ｙちゃん）実母・児相・学校・里親　　　

５月 Ｈちゃん帰省（佐倉） 幼稚園生活発表会３人　　
千葉動物公園へ行く（他の子達と）　 Ｈ君心理検査（君津児相）　　
幼稚園給食始まり　　 幼稚園交通安全教室（幼稚園）３人　　
Ｈちゃんお迎え（船橋）　 Ｈ君面会（君津児相）　
幼稚園親子遠足２人（鴨川シーワールド）　 県児童家庭課打ち合わせ　　
里親総会（君津支部）　 幼稚園行事（餅つき会）　　
奉仕作業（中学）　 終業式（中学・幼稚園）　
ホームの行楽（ドイツ村）　 Ｊ君帰省（養育園より）
子ども達の病院受診（耳鼻科・眼科・内科など） Ｔ君・Ｊ君の実母より電話あり　　
参観日（幼稚園）３人　　郊外学習（中学）　　　 耳鼻科受診（子ども全員）　　
里親会総会（千葉県）　 Ｙちゃん帰省（姉・叔父さん実父迎え）　
児童相談所職員来所（中央）Ｔ氏　　　 Ｔ君帰省（富浦より）ふれあい家族　　　
予防接種（Ａちゃん） Ｊ君Ｔ君・実母のもとに帰省　　
ホームの行楽（ドイツ村） ＴＭ君Ａちゃん兄妹帰省（自宅へ）

６月 衣替え（中学・幼稚園） １月 実子達との合同正月会（ホームで）　　
幼稚園行事歯磨き週間３人　　 Ｔ君帰園（富浦）ふれあい家族　　
児童相談所来所（中央）Ｉ氏　 Ｊ君Ｔ君実親のもとから帰宅　　　
Ｈちゃん帰省　 Ｊ君帰園（養育園へ）
補助要員者研修０さん来所 Ｙちゃん帰宅（実親の元から）　　　
Ｈちゃんお迎え（佐倉）　 始業式（中学校）Ｙちゃん　　
里母葬儀で北海道へ　　 幼稚園始業式３人　　
ホームの子ども達の耳鼻科受診（鮎沢耳鼻咽喉科） Ｈ君実母と面会（君津児相）　　
県民の日でお休み東京ディズニーランドに行く（夜のパレード）　 挨拶回り（県・児相・その他）　　
ふれあいで来ていた子のアルバイト件で面接（埼玉）　 Ｈ君実母と面会（君津児相）　
Ｔ君と三浦へ送っていく　　 幼稚園入園用品注文（幼稚園）　　　
野の花との話し合い・野の花より寄贈（食料品）　　 幼稚園行事（消防署見学）２人　　
幼稚園行事（バザー）　　 里親型FGHの全国組織にむけて打合せ（東京高瀬宅）　
筒井家寄贈（衣類・その他） 自立援助ホームとの合同餅つき会交流会（ホームにて）　　
プール開き（中学）　 幼稚園参観日（年長）幼稚園参観日（年少）　
床屋へ男の子３人 Ｔ君総合病院へ診察に

７月 幼稚園３人発熱で休園　　 ２月 Ｙちゃん高校受験　
Ｈちゃん家庭復帰（家庭支援体制） 内科受診インフルエンザのため（子ども全員）　
○○家より寄贈（現金２万円也）　 Ｙちゃん高校受験発表　　
幼稚園プール開き（年長・年少） 耳鼻科受診（子ども全員）　
個人面談（幼稚園年長２人）　 市の福祉大へ会参加　　
関東ブロック研究協議会（箱根）全員参加　　 里親型ＦＨの打ち合わせ会（高瀬宅にて）　
個人面談（年少）　　 Ｈ君実母との面会（君津）
Ｔ君大阪へ里母手術のため（オネ～迎え）　 県・里親研修会（市川）　Ｔ君大阪へ里母手術のため（オネ～迎え）　 県・里親研修会（市川）　
幼稚園終業式（夕涼み会）　　 Ｈ君１日入園
Ｙちゃん・ＴＭ君・Ａちゃん里父と市民プールへ　　 里親会新年会（君津支部）　
Ｙちゃん一時保護入所（君津） アン基金研修会　　
ＴＭ君・Ａちゃん一時保護（君津） 幼稚園卒園遠足（年長２人）　　

８月 里母入院中のためＴＭ君・Ａちゃん里父との生活 Ｍちゃん緊急入所（自宅より）
里母退院　　　 ３月 幼稚園交通安全指導教室（年長親子）
ふれあい家族の中でＴ君始めてのアルバイト（埼玉） 幼稚園行事（カレ―パーティー）
Ｔ君大阪より帰宅　　 Ｙちゃん高校説明会　
Ｙちゃん一時保護所より帰宅　　 内科受診（幼児全員　）　
オネ～大阪に帰宅（Ｔ君を送ってきた為）　　 Ｙちゃん卒業式（中学）　　
耳鼻科受診（全員）　　 Ｈ君帰省（自宅へ）　
補助要員（面接）　　Ｔ 幼稚園行事（奉仕作業）　　　　
Ｍ君・Ａちゃん兄妹帰省（自宅）　 幼稚園卒業式（Ｔ君・ＴＭ君）　　
Ｊ君帰省（養育園より）　　 Ｙちゃん高校に書類を取りに行く　　
ＴＭ君・Ａちゃん兄妹帰宅　 ホームのお別れレジャー（東京ドームシティー）　　
補助要員仕事始めＨ氏 アン基金でヘネシー先生講座（東京）　　
全員で映画を見に行く（８人）　 Ｍちゃん家庭復帰（君津）　
Ｊ君帰園（養育園）　　 幼稚園終業式（Ａちゃん）年少　　
ふれあい家族Ｔ君アルバイト終了で帰園（富浦）　　 歯医者受診（子ども全員）　
ＴＭ君・Ａちゃん兄妹心理検査 全国里親会理事会へ里親型ＦＨの説明経過報告（東京）　　
県・中央・双葉学園訪問（里母）　　 Ｊくん帰省（施設より）　Ｙちゃん帰省（自宅へ）　
里母骨折（治療中）　　 高校入学のための説明会（Ｙちゃん）　　
補助要員Ｈ氏（月・火に来る） 里父・里母病院へ受診　　

９月 新学期（中学・幼稚園）　　 中学校辞校式　　
給食始まり（中学・幼稚園）　　 Ｙちゃん帰省（自宅へ）家庭復帰に向けた帰省中　　
市役所へ幼稚園保育料減免措置申請書類を取りに行く　　 Ａ君入所説明（君津）
幼稚園行事（防災訓練）　　 男子全員床屋へ　　内科受診（子ども全員）　　
県庁へ報告打ち合わせ　　 Ｙちゃんの高校辞退届けに（中学・高校）　
中学校体育祭（Ｙちゃん）　　 Ｙちゃんと実親（両親で）荷物を取りに来る
里父還暦祝いで北海道へ（補助要員宿泊）　
里親子交流会（君津支部）ぶどう狩りに全員参加　　
Ｊ君帰省（養育園より）　
Ｊ君帰園（養育園へ）　
心理検査Ａちゃん　
予防接種（Ｔ君・ＴＭ君・Ａちゃん）　　
里母葬儀のためオネ～が大阪より手伝い

１０月 衣替え（中学・幼稚園）　　
中学体験学習（あじつり）Ｙちゃん　
運動会（幼稚園）　
オネ～大阪に帰宅　　
幼稚園遠足に鴨川シーワルド（年少）Ａちゃん　　
全国里親大会五〇周年（東京）台風２１号被害多し　　
中学校三者面談（Ｙちゃん）　　予防接種２人　　
里親会研修会（県）全員参加　　
児童相談所報告（中央　　　　）
耳鼻科受診（子ども全員）　　
中学校合唱コンクール（Ｙちゃん）
Ｊ君・Ｔ君の今後の対応についての話し合い
里親月間（ＰＲ活動）君津駅前二日間　　　
Ｈ君受託（君津児童相談所より）　　　　
参観日バザー（中学校）Ｙちゃん

編集後記・・・　千葉県第１号のホームが君津で産声をあげて，２年が過ぎまし
た。血の繋がりがなくても家族，その中での子どもたちの成長やふっとしたおも
いやり，そしてたくましさをたくさん感じました。　さるより!(^^)!

里子の祖父母より（二万円也など・その他）

人力車より（自転車・かさ・惣菜・米・など）　

筒井家より（衣類）　　　　　　　　　　(^^)　(^^)　(^^)

廣瀬家親戚より（玩具・惣菜・その他）

永田家より（机・椅子その他）　　

降旗家より（惣菜）

篠崎家より（食品）　

・

・

・

・

・

・

・

・

児童養護施設「野の花より」（食料品）　

あたたかいお心遣いに心より感

謝申し上げます。（順不同）
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