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平成 22 年 4 月から
園長を務めていまし
た秋田長二郎園長は
令和 3 年 3 月末をも

って退任し、令和 3
年 4 月、後任に菊池
正敏園長を迎えまし
た。新年度を迎えて、
新園長、職員ともど
も、よろしくお願い
申し上げます。

『がんばろう！ゆりかご園』
園長就任にあたって
ゆりかご園園長 菊池 正敏
４月から園長に就任いたしました菊池と申します。
ゆりかご園の敷地は、国道１号線に面し立派な門（長屋門）を構え、門の奥には
初期の園舎だった木造家屋（現在のゆりかご会館）が静かに佇んでおり、園庭
くすしいまき

には年輪を刻んだ楠や椎、槙などの大木が点在し園の歴史を感じさせてくれます。
ゆりかご園は戦後間もない昭和 25 年に設置された施設であり、これまで多くの
子どもたちがここから旅立っていきました。また、これまで働いてきた多くの
職員の思いもこの地に息づいているように感じられます。
一方、現在の園舎は平成 26 年に建替えられた新しい園舎であり、小舎制（小グループの生活）で個室も整備
され、子どもが自立していくための環境が整えられています。こうした歴史と環境に恵まれた施設で子どもたち
の支援が展開されていますが、自分に勤まるだろうかという不安と期待の両方が入り混じった心境です。
私の印象に残っていることばですが、心理学者のエリクソンは『子どもが将来社会人として勤勉に生きていく
基は、友人からどれだけたくさんのことを学んだか、友人にどれだけ多くのことを教えたかであり、社会で勤勉
に働くこと、共感的に生きることは子ども同士から学んでいる。』と言っています。もちろん安全安心の環境と
子どもと職員の信頼関係を育むことが前提ですが、子どもは元々自立する力を持っており、それをいかに摘んで
しまわないようにすることが私たち大人の役割であり、子どもが自立していく力を信じ、謙虚に子どもたちと向
きあっていきたいと思っています。
また、今年度は「ゆりかご園中長期計画（10 年計画）」の初年度にあたります。この計画は、ゆりかご園が西
湘地区の福祉拠点として地域に貢献しようとする計画です。ゆりかご園がこの地域がともに発展して
いけるように皆様の意見を聞き、知恵もいただきながら、取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。
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新採職員の紹介

よねもち ゆうや

今回の就職を機に初めての一人暮らしを始め、

れんげホーム 米持憂耶

新生活に期待と不安が混ざりながらもこれから
の日々を楽しんで過ごしていきたいと思ってい
ます。仕事面でも不安や分からない事などが多
くありますが、一つ一つ丁寧に吸収していきな
がら、ゆりかご園の新たな一員として一生懸命
に明るく元気に頑張っていきたいと思います。

ゆりかご園

私が、以前勤めていた仕事も児童養護施設でした。
天職だと思いながら勤めていましたが、児童養護施

とみさわ ま

さ

こ

きりホーム 冨澤真佐子

設の事しかわからず福祉全体のことを勉強しよう
と思い 4 年悩んで辞めました。再び、就職先を検討
していたところご縁があり、ゆりかご園で働くこと
になりました。以前は、目の前の子どもの事しか考
えず仕事をしていました。今後は、目の前の子ども

に加え、社会の中の児童養護施設についても考えて
仕事をしていけたらと思っています。

ほんだ

ひ ろみ

本多 洋実

以前より理事を務めて頂いていた本多さんに今年度から家庭養育支援セ
ンター、施設整備事業を担当して頂くことになりました。
ゆりかご園の中長期計画を進める係を仰せつかりました。園の伝統と実績
の上に立って、新しいゆりかご園の姿を皆さんと共に考えて実行に移してい

きたいです。
仕事していると子どもたちの元気な声や、職員の皆さんの優しい声掛けが
聞こえてきます。緑の多い環境と美味しい昼食で身も心も癒されています。
仕事の合間には花を植えて園芸係もしたいです。
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ようらん夜間指導員
二見岳志
はじめまして、二見岳志と申
します。趣味がドライブとエ
レ キ ベ ー ス を 演 奏 す る事 で
す。今後子ども達の将来にお
いて「あぁ、こんな人もいた
なぁ。でも意外とおもしろか
ったな。
」くらいの人にはなり

きり夜間指導員
山田みなみ

きり夜間指導員
久米すみれ

皆さんはじめまして。今年
夜間指導員の久米すみれで

度から夜間指導員をさせて

す。きりのみなさんとの生活

いただく山田みなみです。私

を通して、ステキな思い出と

は初めてのことをするとき、

たくさんのことを学び成長

極端に緊張してしまいます。

したいです。よろしくお願い

ですが 人と話すことは大好

致します！

きです！私でもなにかでき
ることがあると思うので、誰

たいと思います。そして、子

かの心の支えになる存在に

ども達が全員健やかに成長し

なれるよう頑張りたいと思

ていけるようなサポートを頑

います。これからどうぞよろ

張りたいと思います。

しくお願いします！

令和 3 年 2 月 6 日にあすなろ作品展が開かれました。
毎年神奈川県の各施設からたくさんの作品が集まるため、賞を取るのは難しいですが、
今年ゆりかご園では、絵画で 1 人金賞、書道で 1 人銀賞を受賞しました！
初めて受賞する児童は絵画教室に通っていて、昨年も受賞している児童は 2 年連続の受賞でした。
私はアトリエに通っています。
絵が上手くなりたくて習い始めました。

また、銀賞が取れてうれしいです。

アトリエに行く度に

来年も受賞が出来るように

上手くなっていると感じます。

頑張りたいです。

私は職員とコスモス畑を書きました。

（中 3 女児）

金賞をとれてうれしかったです。
（小６女児）

令和 3 年 3 月 20 日にお別れ会が行われました。

毎年みんなでご飯を食べたり出し物をやったり賑やかな感謝会を行っていますが
昨年と今年は時間を短縮して行ったので少し寂しいお別れ会となってしまいました。
卒園した児童や退職された職員の方々が新天地で頑張れる様ゆりかご園のみんなは
応援しています！時々遊びに来てくれたら嬉しいですね。
今年は、3 名の児童（内、就職 2 名、家庭引き取り 1 名）を送り出しました。
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わたしは、ちこくしないよ

幼稚園で楽しみな事は

うに、

縄跳び、フラフープを幼稚園の

はやくごはんをたべおわる

お兄さん達がやっていたからや

ようになりたいです。

りたい！

（小１女児）

勉強もしたいです。
ご飯もいっぱい食べます！
（年少女児）

早寝早起きを頑張ります。
（中１女児）

バイトしてお金をためて、
スマホを買いたいです。
休まず学校へ行く。
（高１男児）

これから中学校生活が始ま
って部活や勉強を頑張ってい

きたいです。２年生３年生の
先輩方に支えてもらいなが
ら頑張っていきたいです。
（中１男児）

今年度は
新入園児が２名
新小学生が３名
新中学生が６名
新高校生が１名
新大学生が 1 名です！
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令和 2 年 10 月～令和 3 年 3 月 順不同・敬称略
酒匂連合子供会 山梨しのぶ/中国家庭料理 山東/インターコスメ㈱/晴れパン 小田原店/猪野航大/山口

修/

屋久島東部茶生産組合/鈴木陽子/沼田博子/髙山照子/㈲ダスカジャパンクァウテモック/中川朋美/
日本鏡餅組合 理事長 樋口元剛/㈱イーストウエスト/磯田待子/かながわ西湘農業協同組合/西村唯夫/
㈱チュチュアンナ１％クラブ/鹿島ボランティアネットワーク/横山けいこ/㈱ファーストリテイリング/
(公財)毎日新聞東京社会事業団/㈱湘南通産 代表取締役 一条幸一郎/髙平秀基/(公財)全国環境対策機構/
神奈川トヨタ自動車(株)/石井利江/神谷辰夫/高橋由紀子/㈱カレンズ/ヒルトン小田原リゾート&スパ/
NPO 法人 報徳食品支援センター/国広君代/小川 博/SL Creations（元㈱シュガーレディ）/久保寺莞爾/
神奈川県西部郵便局長会/村上久美子・真理/学校法人 実践学園 理事長・学園長 内藤彰信/鈴廣かまぼこ/
報徳二宮神社 敬神婦人会/(公財)青少年育成支援 大和の心/石黒卯一/スタジオヴィーナスの会/島津三喜子/
金子秋広/㈱ケイジェイシー/中尾理香/シオリ―ヌ/安田千鶴/アマゾンジャパン合同会社/小林賢一/
川上賢治/カーブス小田原シティモール店/カーブス小田原栄町店/㈱ガイアスタイル/川戸梅男/魚見やす子/
イズモ EPCM㈱ 代表取締役 佐瀬喜久男/グロリアスオーシャン㈱従業員一同/全国シャンメリー協同組合/
ＰＣアカデミーオーシャン

学校長 安部友博/㈱ワイティーエス 中村匡秀/㈱コロナワールド/

小田原市更生保護女性会 磯田待子/社会福祉法人 宝安寺社会事業部/母指堂 橋口利彰

令和 2 年 10 月～令和 3 年 3 月 順不同・敬称略
今屋健一/本多洋実/お母さんの学校

代表

益井亜矢子/水谷登久子/

㈲美好屋/白百合学園 小百合会/秋山正治/母指堂/島崎郁卓/
小田原足柄地域連合 小田原足柄地域労福協/久我晃二/水野直子/
富士フイルムテクノプロダクツ労働組合/小田原市更生保護女性会/
吉田尚明会計事務所/ヨーク労働組合/那波節子/
スタジオヴィーナスの会/㈱千修 代表取締役社長 下谷友康/

和田重宏/(一財)日本児童養護施設財団

令和 2 年 10 月～令和 3 年 3 月 順不同・敬称略
美容 山田清美
理容 堀内麻衣/福住弥生/冨田ゆかり
学習 牧野祐之/上原淳司
ゆりんこ 上原愛梨
クリスマス からたちの店

渡邉美保子美保子/八鍬邦子/渡邉和典/

フレンドフロムピュージェットサウンド
お花 関口澄枝
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令和３年度

事

業

運

営

方

針

社会福祉法人ゆりかご園
児童養護施設ゆりかご園
基本方針
１

社会福祉法人ゆりかご園中長期計画の初年度に当たり、計画に基づいた事業に取り組みます。

２

児童養護施設を運営することにより、家庭での養育が困難な児童の最善の福祉の確保に向けて多様な福祉サ
ービスを提供するとともに、児童が個々の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに成長するよう支援していく
ことを基本に、関係機関・団体・地域との協働を図りながら法人・施設が一体となって法人・施設の適切な運
営に努めます。

３

理事・監事及び評議員の改選を行い新たな体制により運営を行います。

法人の運営
１

所在地 小田原市酒匂二丁目４１－３９

２

評議員

３

評議員会
第１回

９名

６月

役員…… 米山勝彦 理事長

理事 ８名

監事 ２名

上旬 定時評議員会開催、令和２年度決算報告の承認、
事業報告ほか

４

５

第２回 １１月

下旬 補正予算の承認、事業経過報告ほか

第３回

３月

下旬 令和４年度事業計画・予算の承認、その他

第1回

５月

中旬 令和２年度事業報告・決算報告、定時評議員会招集ほか

第2回

６月

上旬 事業経過報告ほか（役員等の選任があった場合）

第3回

９月

下旬 事業経過報告ほか

理事会

第 4 回 １１月

中旬 事業経過報告、補正予算ほか

第5回

１月

下旬 事業経過報告、その他

第6回

３月

中旬 令和４年度事業計画・予算、その他

重点目標
(１) 法人経営の追究と評議員会・理事会の確実な運営（役員・評議員等の選任）
(２) 安定的な財政基盤の確立と児童養護施設の円滑な運営
(３) ゆりかご園中長期計画初年度としての取組の推進（ゆりかご会館・長屋門の整備計画の検討を含む）
(４) 諸規程の整備及び各種マニュアルの点検
(５) 創立 70 周年記念事業の検討・実施
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