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主キリストのご降誕と新年のお慶びを申し上げます。
「神はそのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された」
神のひとり子が人となられ、地上に来てくださったのは、私たちが神の愛を知り、永
遠の命を得るためでした。キリストはご生涯を通して、福音を告げ知らせ、奇跡を行
い、人々の心身の病を癒し、ついには、人類の罪を贖って十字架上で命を捧げ、私たち
に最高の愛の道を示されました。
「私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。友のために自分の命を捨て
ること、これ以上に大きな愛はない」と。（ヨハネ１５・１２～１３） み言葉の通り、人類
のために命を捧げられました。
今年も余すところ数日となりました。町の商店街では素晴らしいイルミネーション、
ジングルベルの曲が流れ、クリスマスの雰囲気に包まれて人々が賑わっていますがク
リスマスの真の意味をどれだけの人々が知っているのでしょうか。
子どもたちは、12 月というとクリスマス、サンタさん、イエス様の誕生、プレゼン
ト、ケーキ、紅白歌合戦等々、次々と連想してクリスマスを楽しみに待っていますが、
経済大国と言われている今日の日本社会においては 6 人に一人の割合で子どもの貧困
が叫ばれ、また、児童虐待に関する相談対応件数は毎年約 2 千件ずつ増加し、平成 27
年度は９９０９件となっています。児童虐待は留まるところを知りません。受け皿も
満杯状態です。施設の職員は後始末に負われています。子どもたちの置かれている家
庭環境、社会環境が病んでいます。解決策を見出すことはできないのでしょうか。
「虐待が増えているのは虐待を減らす政策をとってないからです。児童虐待防止法が
できて、児童相談所の人員を増やし、警察、病院、学校の連携を心がけるようにしてい
ますが、それは虐待を減らそうとしているのではなくて、虐待が起きた対処なんで
す。
・・・社会やマスコミは下流での対応が悪いと非難するが問題の根本は上流のダム
の決壊を放置していることなんです」（作家・天童荒太 ２０１４・９・１１朝日新聞）
青少年の父と仰がれているドン・ボスコは、予防教育法を通して子どもたちとの信
頼関係を築き、！僕が一番ドン・ボスコから愛されている！と子どもたちが感じるま
での愛を注いだ方です。当施設においては、この予防教育法の実践としてコモンセン
スペアレンティング（CSP）のプログラムを取り入れ、社会スキルを示し練習すること
で問題行動を減らし、褒める機会を増やすことによって子どもたちの自己肯定感を高
め、将来自立していけるよう支援しているところです。子どもは国の宝、将来を担って
立つ大切な柱です。今後も CSP の研鑽に力を注ぎ、善い社会人を世に送り出していき
たいと願い支援向上に一層励んでいきたいと考えています。
幼子イエス様の祝福が皆様の上に豊かにありますように。感謝をこめて！
カリタスの園 小百合の寮
施 設 長
橋口 暁子
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千葉海水浴
8 月 3 日～5 日まで興津臨海キャン

キャンプ

プに
行かせていただきました。
3 日間とも天候に恵まれ、海水浴や

8/2～/4 まで 2 泊 3 日で千葉県勝浦・鴨川に行か

キャンプファイヤーをし、初日は海を怖

せていただきました。

がっていた子も最終日には「もっと入り

海まで歩いて 1 分の民宿に泊まり、たくさん遊ん

たい」と言うまで

できました。初日は海が初めての子

になっていました。

もいて、海のしょっぱさに

また、施設ごとに出し物があ

びっくりしながら波に揺られ

り、 私たちは事前に練習を

たり、岩場を探検して遊び

重ねていたダンスを堂々と発表

ました。

することができました。

2 日目は午前中に海の中

子ども達も 3 日間を通して様々な経験を
うみのなみになが
し、
されてたのしい。
のびのびと過ごせた様子でした。 (遠
きもだめしこわか

に潜っている海中展望塔

藤)

の見学に行ったり、バーベキューをしました。3 日
目は鴨川シーワールドに行きました。ショーでシ
ャチに水をかけられたり、タッチプールでさめや

ったけどたのしか

エイの子どもに怖がりなが

った。

らもタッチしたりと
海の生き物たちと触れ合い

うみがすごくおもしろか

まし

った。

た。子どもも大人もはしゃ

きもだめしがこわかった。

いで過
私は海が初めてで、少し不安もありましたが、思
ごした 3 日間でした。
った

すいかわりがおもしろか
った。

ありがとうございました。
以上に楽しく、楽しい思い出になりました。3
日

すいかがわれたのがじぶ

（江頭）
間ともいい天気で海はとってもきれいでした。民

宿では誕生日会をしたり、トランプゲームをして
より楽しめたと思います。民宿での食事もおいし
かったです。行き、帰りの特急電車では、少し気
分が悪くなりましたが、みんなで話したり遊んだ
鴨川シーワールド

岩場探検

りして楽しみました。千葉の海水浴キャンプでい
ろいろな経験をしたり、楽しい思い出をつくれた
ので良かったです。またこのような機会があれ
千葉県に行って、水ぞくかんと花火と BBQ がとても
楽しかったです。 （小６男児）

たくさんおよげたし、みんな
で BBQ やかも川シーワールド
にもいけたのでうれしかった
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↑今年も女の子たちが
浴衣姿で参加しました。
着付けを教えてくださって
いる竹下先生と一緒に…

甲府での
ぶどう狩り →

↑ ヨゼフ寮へ慰問に

行きました→

↑ ロ ザリオ の始ま りにつ い てのスラ

←今年度からバザー

イド

は、「カリタスふ

← ロザリオ祭↓

れあい
フェスタ」と名称
が
変わりました ↓

↑ 創立者（ｶｳﾞｫﾘ神父）の墓参→
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←井荻駅で共同募金

7 月 10 日、小百合の寮創立 62 周年を祝う小百合祭が行
われました。
小百合の寮のためにご尽力くださるボランティア・地域
の方々に感謝し、感謝の祭儀（ミサ）で祈り、会食、午
後は部屋別対抗の小百合の寮＆ドン・ボスコ○×ゲーム
で喜びを分かち合いました。
○×ゲームでは大切なミッションからトリビアまで、子ど
もたちが
小百合の寮についての自慢の知識を披露して盛り上がり
まし
た。 (田中)

第３者委員の渋谷さんに
もご参加いただきました。

小百合の寮＆ドン・ボスコ○☓ゲーム ↓

創立者 カヴォリ神父

行事予定
１月

（12 月～6 月）

新年の挨拶

ドン・ボスコ祭

冬の自然体験学習(スキー)
３月

卒園卒業を祝う会

H29 年度
４月

歓迎遠足
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6 月 26 日に恒例の出身者会（ひまわりの会)が行われました。
今年は集いを始める前に、入所中の中高生に向けて、ﾊﾟネルディス
カッションを行いました。８つのテーマについて、高校卒業後就職したばかりの方から、
小学生の子どもを育てている方、小学生の時に家庭復帰した方、小百合の寮を退所後、通
勤寮に入所した方…と年代や環境の違う出身者５名に協力を頂きました。
出身者の方々が、
それぞれの立場で、
・小百合の寮に何年いましたか？
中高生に分かりやす
く回答してくださり、
・小百合の寮でもっと教えてもらったら良かったと
どんな事が社会に出て
大変で、どんな事を入所中に身に付けておいた方
思うことを教えてください。
が良いか等が少しは分かったと思います。今後も、
入所中の子ども達の自立に向けて、様々なテー
・ひとり暮らしして大変だった事を教えてください。
マで、出身者の方々からお話や、子ども達を交え
てのディスカッションなどを企画していきたいと考え
・仕事をしていて大変だな～と思った事は何ですか？
ています。感謝の祈りや懇親会には、出身者だけ
でなく、さつきの方々や退職された職員も参加してくださり、
・会社の付き合いの仕方を教えてください。
近況を話したり、入所中の懐かし話をしたりと楽し
い時間を過ごしました。・社会に出て、
今後も、出身者の皆さまの
「失敗したな～」と思うことはありまし
『ふるさと』となれるよう、取り組んで行きたいと思います。
ご協力してくださった出身者の皆さま、参加してくださった
たか？ それはどんな事ですか？
皆さま、有難うございました。今後もご協力をお願い致します。
・料理はしていますか？

得意料理は何ですか？

宮野達也/山崎製パン杉並工場/松田陽子/一般社団法人日本おやつ協会/原みさ子/ｾｶﾝﾄﾞﾊｰﾍﾞｽﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ/
・将来の目標を教えてください。
ﾆｭｰｽｷﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ/ｾｶﾝﾄﾞﾊｰﾍﾞｽﾄ･ﾌｰﾄﾞﾌｫｷｯｽﾞ/ﾍﾟﾆﾝｼｭﾗ東京/木本豊/Avalez de soie 山本/劇団飛行船ﾏｽｸﾌﾟﾚｲﾐｭｰｼﾞｶﾙ/明治牛乳
東京支社 公演事業部 成田/ｿﾙﾅ株式会社青木朝香/東京食肉生活衛生同業組合/東京都港湾局総務部広報担当課長
/東京青少年文化協会/久保島玲子、範子/美達大和 代理人 甲斐美鈴/古内亀治郎 最高経営責任者/西友/北村よし子/魚又
岡村留奈/株式会社ｱｲｴﾝﾀｰ IT ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ Gr ﾘｰﾀﾞｰ増田俊之/村岡孝子/藤木/ﾁｭﾁｭｱﾝﾅ/ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ㈱/山本浩之/七澤準一
児童文学作家久坂七夕/ﾊﾛｳｨﾝの会 太田/奥屋款哉/髙橋響子/藤村/炭火焼肉じろう/少年写真新聞社/藤の木ﾊﾟﾝ/さつき/
/東京都ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設営業者協会河野/東洋出版株式会社代表取締役社長 田辺修三/石丸あき子/杉並区役所/木村恭子/
出版文化社/岩村昭司/全国ｼｬﾝﾒﾘｰ協同組合/井澤愛弓/海老沢医院/鹿島亨サロン 小清水千賀子/夏目孝雄/タイヘイ
内野公子/西山俊司/高井戸地区杉並区民生児童委員協議会/杉並区和田堀地区民生委員児童委員/酒井保彦/
土井香容子/ﾍﾞﾀﾆｱの家/こども宝仙大学同窓会あかつき会/ﾏﾙﾏﾝｽﾄｱｰ/榎本豆腐店/藤木精米店/三機工業

たくさんのご寄付 有難うございまし
最後までお読み頂き有難うございました。今年のキャンプは台風の影響を受け、日程の変
更をしたユニットもありました。氾濫しそうな川や冠水しかかっている道路を見て自然の猛威を実感できた子もいま
した。色々な体験をした夏休み、子ども達は大いに楽しみ、大きく成長しました。
様々な経験を重ね、皆さまのご支援、ご協力の下、子ども達は日々成長しております。
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本年もお世話になりました事を、心より感謝申しあげます。

（鈴の音担当：成宮 宮川 川上）

