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事務局からのお知らせ

皆様からお寄せいただいた作品をもとにイメージして
イラストや漫画を掲載することがございますが、実在
の人物等には一切関係ございません。

この会報「いとしご」は「赤い羽根
共同募金」と「浦和競馬こども基
金」の助成を受けて発行しています

里子さんからの作品を誌内に掲載しました。
素敵な作品をありがとうございました。

HPではいろいろなお知らせをタイムリーに掲載していますので、ぜひご覧ください。

HPではいろいろなお知らせをタイムリーに掲載していますので、ぜひご覧ください。
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・ 株式会社DG エージェント様

あたたかいご寄付ありがとうございました

・ 第一生命労働組合埼玉東部支部様
・ 加須市 浅原寂掌様

証明書や申請書の提出は事務局に3月11日（金）必着となります。
毎年3月に入りますと大変な量（段ボール1箱以上）の書類が集中して届きますので、事務量分散のた
めにもぜひお早目のご提出をお願いいたします。
なお、締切を過ぎますとお支払が出来なくなる可能性もありますので、関係機関からの証明書の発行
が間に合わない場合は必ず前もって事務局にご連絡ください。
また、委任状のご提出がすんでいない方は速やかにご提出をお願いいたします。

【事務局から正会員のみなさまへ】
措置費の今年度分請求締切りのお知らせ

ドミノピザ『無料ピザで地域支援』に当選された方から
写真が届きました。
ドミノピザ『無料ピザで地域支援』
新型コロナウイルスの影響で困難が続く中、これまでに、保育施設、学童保育施設、
介護施設、医療機関などに支援活動として全国に800以上ある店舗からピザを贈る
活動を実施。これまでに累計43万枚以上のピザを提供。
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命のバトンを繋いで ～子どもの頃からの夢を実現～
春日部市で「にこにこほーむ」を運営されている萩原タキ子さんにお話をうかがいました。

一時保護や短期のお子さんが多かった理由はありますか？

萩原さんは1965年に福島県（現在の南相馬市）で生を受け、保育士と幼稚園教諭の資格を活かして働きながら3人の実
子の子育てをされました。
里親の経験を経て、2018年2月にファミリーホーム（＊）「にこにこほーむ」を開設され、現在（2021年9月）までに13人の
新生児の委託をうけ里親さんにバトンを渡してこられました。また、委託・短期・一時保護で51名のお子さんと関わってこら
れました。
現在は、小学生と幼児の長期委託３名を養育中で、乳児のバトンを渡したところです。

（＊）

2002年に里親登録をしました。実子が中学3年生、2年生と小学4年生の時です。実は子ど
ものころからニュースなどでコインロッカーベイビーの話題が気になり、その子どもたちの
お母さんになりたい（児童養護施設で働きたい）という思いがありました。保育士の資格を
取得しましたが、子育てのために直ぐには叶いませんでした。子育てが一段落した頃に託児
所開設を目指しましたが、里親さんの生活を見て家族会議の末に里親登録を決めました。
2003年の初委託から2018年1月まで約40人のお子さんと関わりました。主に一時保護や
短期のお子さんです。

保育士の知識と自身の子育ての経験から、今日困っている子がいたら、安全確保ができるのでいつでもどうぞ、という思いがあっ
たからです。

これだ！と決めてからは、里母の会設立の時の仲間からのお
誘いや、千葉県の乳児専門のファミリーホームへ見学に行く
機会などご縁をいただきました。その後、県内のファミリー
ホームの見学も叶い、開設担当者が同じ越谷管轄にいること
を知り話を聞くことも出来ました。里母の会の応援もあってあ
れよあれよという間に準備が整っていき、私自身も驚くほど順
調に進みました。

多くの方にいつも同じ顔、声、匂いの中で育つことの大切さを
知って欲しいです。また、お子さんが‘自分は生まれてきて良
かったのだ’と実感し、自分が生まれてきたこと全てに感謝で
きる人生を歩めるよう協力したいと思っています。

我が家の場合、里親家庭を子どもたちが知っていたので、里親
になることは不思議にも思わず流れに任せたという感じです。
短期委託を受けることは、自分たちの生活に合っていることを
子どもたちも理解していたのでスムーズでした。
ファミリーホーム開設は里親を始めたころから私の夢として「い
つかは・・・」と話していたので、「来ましたね」という感じでした。

娘は遠方に嫁いでしまいましたが、次男の妻が開設当初から手伝ってくれています。
次男の妻は里親登録に向けて現在研修中です。
主人をはじめ家族全員に感謝の日々です。

施設やファミリーホームは大丈夫でも、実親さんが里親への委託を承諾しないこと
があると聞いていました。またファミリーホームは、児相の管轄にしばられず埼玉県
全域のお子さんを受けられるのが設立の動機となりました。

最初に里親になろうと思ったきっかけは何ですか？

「にこにこほーむ」を設立するきっかけを教えてください。

新生児の委託に力をいれているそうですね。その理由を教えてください。

埼玉県初の新生児委託を受けるファミリー
ホームとなるわけですが、設立には困難を
伴いましたか？

里子や短期やファミリーホームの開設など
についてどのように実子のお子さんに話し
ましたか？ 

実子さん達はどのようなサポートをしてくださいますか？

里親委託なので児童相談所が決めます。私の意見は入りません。
施設の交流同様、交流中にご夫妻の様子を少し理解することはできます。

バトンを渡す乳児さん家庭はどのように決まるのでしょうか？

命のバトンを渡してホッとする安堵感が一番です。「幸せに大きくなってね」と願いを込
めて送り出します。不安はないですが、1カ月位は、夜のミルクの時間に目が覚めたり、
寝息が聞こえないと眠れないことがあります。｠

委託した後はどのようなお気持ちですか？喜びや不安はありますか？

乳児さんを家庭へとバトンをつないでいる
今のお気持ちをお聞かせください。

体力が続く限りたくさんのバトンを繋いでいきたいと思ってい
ます。同じ気持ちの方に自分の体験を伝え、引き継いでいける
里親さんを幅広く増やしていきたいと考えています。

ファミリーホームの様子の写真を数点掲載させていただきました。本日はお忙しいなか、ありがとうございました。

今後の抱負を聞かせてください。

自信をもって養育してください。自分で良いのだろうか？でき
るのだろうか？これで正しいのだろうか？といろいろ迷いなが
ら養育中だと思います。
「いいのです。それで！」とお伝えしたいです。
日頃からお子さんのベストを考えておられると思います。
養育中に子どものことを一番に考えて関わっていれば、大人
になった時にお子さんの【愛されている】実感につながると信
じています。

子育てに奮闘している方々にメッセージを
お願いします。

今回のインタビューは「いとしご」に載せきれないお話も沢山あり萩原さんの子どもへの寄り添いはとても暖かいと感じます。
「命のバトンを繋ぐ」それは「里親と里子の心を繋ぐ」ものだと思いました。取材に参加させて頂きありがとうございました。

「にこにこほーむ」の利点の一つは、交流期間が１か月ほどで委託できる可能性が
あることです。また、ファミリーホームの利点を生かして里親さんが水着でお風呂の
練習をしたり、自作のお人形をお貸しして抱っこやおむつ替えの練習をしてもらって
います。

里親をしていた頃に孫の沐浴をしていた時です。ふと「世の中
には生まれてきたことを笑顔で迎えてもらえない赤ちゃんもい
るのだろうなぁ」と切ない気持ちになったのです。何か自分に
出来ることはないか？と考えていた時に、全国里親会の里親だ

交流中に家庭での動線が見てもらえること、小規模で生活を共にする職員の関わり
が深いためにお子さんの特性を見極め、より詳細にお伝えできることも良い点だと
考えています。(練習用のお人形はおもりを入れて2600gから4600gに調整してい
ます）

より第104号で千葉県のひろせホーム（小規模住宅型児童
養護事業ファミリーホーム）の廣瀬タカ子さんの記事を見つ
けました。その時、「私がやりたいのはこれだ！」と思わず叫
んでしまいました。

ファミリーホームは、里親家庭を大きくしたものとも言われます。養育者の家庭の中で、最大6人の子どもが生活すること
で交流し社会性を学ぶことができます。令和3年6月1日現在、埼玉県では34か所のファミリーホームがありますが、そ
の中には里親からファミリーホームを設立された方も多数いらっしゃいます。
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取り組む前と後の気持ちや行動に変化は？（子ども）
・

・

・

・
・・

・

・

・

・

・
・

・

・

中学卒業位まで、
20歳まで、
自立するまで、
書くことがあるまでは
続けていきたい！！

LSWに取り組んでいらっしゃるご家庭に、取り組みについてアンケートにご協力いただきました。誌
面の都合上抜粋してご紹介します。
取り組みは誕生日などイベント時に昔の話が出たことをきっかけに短時間で行う方が多く、欲張っ
て一度にたくさんの内容に取り組んだりすると子どもが飽きてしまいノートをぐちゃぐちゃにされて
しまうという話も寄せられました。委託から年数が経っていたため当時のことが思い出せないなど
困っている方もいらっしゃいました。また、嘘は書かない、親の考えを押し付けない、書きたいところ
から書く、と研修で学んだことを見事に実践していることもうかがえました。

生い立ちに関する突然の質問にも冷静に返答が出来、会う前の事も
一緒に振り返ることで、思い出を共有出来て嬉しい。信頼が深まった気
がする。
実親や現在の家族への思いを今まで以上に聞くことができ、「家族な
んだ」という安心感が増した。
文字や形に残すことで思い出も増え、見返したときに新鮮な気持ちに
なる。子育ての時間を大事にしたいなと思った。
交流中や委託当時の子どもが覚えていないエピソードを親の気持ち
として書き残してあげたいと思うようになった。

実親のことや実兄弟のことを知りたがるようになった。
（気軽に話すようになった）
聞いてもいいんだなあという気持ちになったと思う。自分を
受け入れ落ち着きも出た。

子どものアルバムを一緒に作っていく感覚で取り組めて楽し
いと思う。
子どもが前進できるように応援している私達がいるというこ
とを伝えることができると思う。

これから始めてみたいという方へのアドバイス

生い立ちの話が子どもにとってマイナスになる部分があるかもと心配
したが、嬉しそうにしていたり、真剣に聞いてくれてとても良い時間に
なった。
一緒に作業したりすることで沢山会話をして、楽しい時間を共有するこ
とができた。
出生について伝えられる情報が少ないと改めて実感。
ブックを作ることで委託当初の子どもの気持ちを初めて知ることがで
きた。LＳＷに取り組んで良かったと思える瞬間だった。
改めて文字に記すことで子どもも親も少し自分を見つめ直したように
思う。家族だという気持ちが確かになった。

1950年代にアメリカで里親委託や養子縁
組の準備として、ソーシャルワーカーが子ど
もの歴史を記した本を作成したのがその始
まりであるとされています。
ライフストーリーワークは、子ども自身が自
分の人生を肯定的に受け止められるように
することを目的としており、イギリスでは専
任のライフストーリーを行う職員（ライフス
トーリーワーカー）が行うことがあります。
ライフストーリーワークは養育に効果的な
援助方法ですが、実施時期や子どもの状態・
状況の検討、またライフストーリーワークを
行う上での事前の情報収集などが重要で
あり、慎重に行う必要があります。
（里親・ファミリーホーム養育指針ハンドブックより抜粋）

もっと！深堀り探検隊！

ライフストーリーワークとは？～所沢里親会の取り組みについて～

取り組む前と後の気持ちや行動に変化は？（里）親

取り組みでのエピソードや感想は？

ライフストーリーワークとは？～所沢里親会の取り組みについて～

～「ライフストーリーワーク」とは？～

「ライフストーリーワーク」という言葉をご存じですか？ネットや様々な場所での研修等で耳にしたことがあるかも知れません。今回
の特集は、その「ライフストーリーワーク」を積極的に活用し、ブックの作成も手掛けた所沢里親会の取り組みをご紹介します。

ライフストーリーワークは、真実告知ではありません。
過去を知らせるのが目的ではなく、子どもが、これまでの自分を確認し、未
来へつなげていくのが目的です。
里親子（養親子）でおこなうライフストーリーワークは、子どものストーリー
だけでなく、ファミリーライフストーリーです。
親子のストーリーを綴ります。

「わたしのライフストーリーブック」の作成までの道のりは？
LSWを研究されている、日本財団研究員（当時）の徳永祥子先生
を知り、2017年から何度も研修を行いました。LSW作成にあたっ
ては様々な里親子の形がある私達用に市販品にはないカスタマ
イズできる独自のブックが必要では？と研修を受けたメンバーで
チームを発足し検討を始めました。最初はシール式というアイディ
アから始まったものの運用が難しく、書き込み式になりました。書き
込み式も共通部分（生みの親がいること等）は印刷、カスタマイズ

LSWを行う上での注意点は？
結果ではなくその過程を子どもと一緒に行うことが大切です。順不同
で良いのでやりやすいところから始めてください。日常生活の会話の
中から「自分のことを知りたい」というニーズをキャッチして、ブックの
中で伝える。里親になった理由やあなたを初めて見たときの印象を書

わたしのライフストーリーブック ～見本ブック～
（発行 所沢里親会より抜粋）

書き方例満載の見本ブック（グレー）と本誌

所沢里親会で作成したチラシをもとに
埼玉県里親会で作成した
「ひまわり」のチラシ

緊急事態宣言も解除された秋晴れの10月6日埼玉県里親会事務所にて所沢里親会が発行
した「わたしのライフストーリーブック」発起人の吉沢佳余子里母（左手前）にお話しを伺いま
した。（以下、ライフストーリーワーク＝LSWと記載させていただきます。）

吉沢さんが「LSW」に取り組んだきっかけは？
一番は真実告知への疑問からでした。生い立ちのことを知るのは親が主体ではなく子どもが
主体であるべきだと思います。

市販品にない独自の特徴と約束
・ ファミリーライフストーリーのページがある
・ 里親の解釈は入れない
・ 里親の勝手なストーリーは作らない
・ 事実だけを書く
・ わからないことは書かない

そしてもうひとつ、「真実を告知」ってとても大袈裟な言い方だと思いませんか？事実がいっぱいある
なかでどれが自分にとっての真実なのかを判断するのは、自分自身で判断していくべきで、これが真
実なのよ、と伝えるのは里親のおごりではないのか？との想いもありました。そして、真実を告知する
のに、大切な話を日常的に普通に繰り返し話していくやり方がいいのではないかと思いました。また、
小さいころからの真実告知を児相から提案されますが、小学生の夏休みの宿題のようないつかはや
らなければならないけれども、気がかりで頭にのしかかってしまう・・・ではどうしたらいいかと思ってい
た時に、日常型のLSWがあることを知りました。
また、以前学校への説明用ツールとして「ひまわりのチラシ」を所沢で作成しましたが、これは子ども
の前にある石を事前に除いておいてあげるものです。ただ、いつかは自分の手でその石を退けるよう
に退け方を教えるのがLSWだと思っています。ひまわりのちらしは「外への配慮」、LSWは「内（親子
の間）での配慮」といえるかなと思っています。

部分は自由書き込みとし、最終的には切り取りシート式の里親と子
どもが一緒に行うライフストーリーワークブックが完成しましたが、
自分たちだけでやってみるのは難しく、親が読む説明書として、「見
本ブック」も作りました。
最初の研修を受講してから約2年4か月後の、2020年3月に「わた
しのライフストーリーブック」が完成しました。

く等子どものライフストーリーであるとともに、そのファミリーのライフ
ストーリーになるようになっています。また、子どもが中学生くらいに
なって、自分で書き込んでいってもらえたらと思い作ったページもあり
ます。

①

②

 「わたしのライフストーリーブック」の使い方は？
日常の生活の中で子どもから自分に関する話題が出たら、その
ページを作成するという、里親子の共通作業、認識になっていくと
いいのかなと思っています。基本は、子どもが書き込みますが、子
どもが小さい場合は代わりに書いても良く、書き込んだシートを
ファイルに差し込んでいくようなかたちでまとめたり、必要な部分
を切り取って紙に貼り付けていったりしても良いです。

～このブックへの想いや声～
始めるタイミングとしては幼稚園から小学校低学年ごろからがよ
いのではと思います。子どもも慣れてくると自分で「やるやる♪」と
楽しんでやるようになるという声も聞いています。里親の気持ちを
書き込むページに子どもへの気持ちを言葉だけではなく文字とし
て書き残していることで、子どもが成長しこのブックを手に振り
返ってみる時、愛されたんだなと伝わると思っています。

作成までの長い年月と道のり、そしてファミリーライフストーリーという言葉がとても心に響きました。
様々な家族のかたちがある私たちと子どもたち。その子どもたちがブックを読み返したり、追記したりすることで、「これまでの自分を確認し、
未来へ繋げていけるように」との想いがあります。この特集をお読みいただいた皆様に、その想いが少しでも届いたら嬉しく思います。
ご協力いただきました皆様へ厚くお礼申し上げます。

「子どもとともにそれぞれの場面を振り返り、確認しながら、子どもが未来へ向かっていくためのファミリーライ
フストーリーを作っていく。」
上記アンケート結果からも、現在ブックに取り組んでいる皆さんの想いがとても伝わってきました。実際に取り
組もうとしているものの、まだ子どものタイミングにあわなかったり、途中で飽きたりとなかなか進まないケー
スもアンケートの中にはありました。吉沢さんは、出来るところから、話が出た時、やりたいタイミングがあったと
きにやればよい。そして大切なのは『親子で一緒に書くことの良さ』であると仰っていました。インタビューにご
協力いただきました所沢里親会の吉沢里母、ブックを作成したLSW・チームの皆様、アンケートに回答いただき
ましたご家庭の皆様、ご協力誠にありがとうございました。
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「ハロウィン」越谷さくらんぼの会 Sちゃん 「初めてのアレンジ」所沢里親会 Mちゃん「おとこのこ」川越はつかり会 A.Yちゃん「ハッピー　ハロウィン」中央ゆずりは会 Hくん

この春から社会人一年生となった我が家の里子
のKは、棚卸の繫忙期を何とか乗り越えて、先日は
ワクチン接種のための有給休暇ももらうことができ
ました。
コロナ禍で不完全燃焼の学生最後の年、友人た
ちとはオンラインゲームでしっかりと繋がる日々 を過
ごしていましたが、卒業を目前に児童相談所を通
して自分の出自を知ることとなりました。
5歳で我が家に来たので、この期に及んでの「真

実告知」でしたが事実は事実として冷静に、同時
に思いやりを込めて話をして下さった自立担当の
職員の方には頭が下がりました。私たち夫婦の心
配をよそに、Kは何事もなかったかのように人生の
節目をひょいと飛び越えて、新しいスタートを切った
ようです。
今も相変わらず、朝のお弁当作りは続いています
が職場での人間関係等の話を聞きながら、逞しく
なっていく姿を目にする幸いを感じるこの頃です。

所沢里親会　Nさん
社会人となったKと

生後10ヶ月で我が家に来てくれた娘のMは、すく
すくと成長し早いもので中学２年生になり、運動が
好きで陸上部で頑張っています。
乳児期からの日々の生活が親子としての繋がり
に成る訳ですが3才くらいまでは、母親にしがみつ
いて「うぇ～ん」と泣いていたことをこの頃よく思い
出します。

その頃も不器用な自分はただ見守ることしか出
来ませんでした。幼稚園・小学校となり、健康で活
発な子になりました。
現在思春期で心と身体の成長過程の真っただ中に
いますが、本人の意思を尊重し、将来に向けての大
事な時期を親として見守り寄り添って行きたいです。

中央ゆずりは会　ＴＨさん
出会いから今日までの歩み

3 歳になる少し前にRは我が家に来てくれました。そこか
ら初めての子育てが始まりました。近くには両親も居らず、
友もなく、頼るは伴侶のみで始めたRとの生活。
里母の私が始めたのは子育て広場に通うことでした。夫が
仕事で居ない間、とにかく頼れる場所が欲しかったのです。
そこで知り会ったママさん達と子育ての愚痴を言ったり、相
談したりできるようになり、とても気持ちが紛れました。
また、里親サロンでも先輩里親さんにたくさん話を聞いてい

ただきました。
あれから2年、5歳になったRは元気に幼稚園に通い、私
はママ友も里ママ友もできま
した。たくさんの方にサポー
トしていただいて子育てを続
けられたと思います。感謝を
忘れないようにしたいと思い
ます。

越谷さくらんぼの会　TYさん
感謝

コロナ禍に思う 川越はつかり会　YYさん

今般のコロナ騒動が始まり間もなく2年、委託になり2年。子供
達を取り巻く環境も変化を強いられました。重症化の可能性
の少ない子ども達、個人的には国や自治体の私権を制限す
る対策には疑問ばかり。もう少し上手く対策出来ないのか？教
育に対する様 な々制限で子ども達の発育にも影響が出始め
ていると聞く。　
この国はこの2年間で何を学んだのか？戦争しない平和な
国であるが故、有事に対応出来ないのではないのか？
願わくば未来ある子ども達の事を思う政治をして欲しい。
感染が落ち着いている今こそ今後に備えて欲しい。

これ以上子ども達の権利を奪わないで欲しい。子供達が希
望を持ち生きることができる世の中を残していこう、それが私
達の役目なのだ。

夏休み絵日記「楽しかったぜ～」所沢里親会 R.Kさん

交流期間中は持病もあったため、入退院を繰り返し
ていたA。親の心配をよそに今ではすっかり元気いっ
ぱいに成長しました。
最近はイヤイヤ期もちょっぴり残しつつ、益々生意気
になってきています。怒らなかった日なんてないかもし
れません。そして、まさに天使のようなAの寝顔に癒さ
れ、1日が無事に終わったことに安堵する毎日です。

我が子から「おかあさん」って呼ばれる事が今でも
夢のようです。こんなに頼りにしてくれてありがとう。
いつも怒ってばかりでごめんね。こんな未熟な私を
母親にしてくれてありがとう。出会えて良かった。出
会ってくれてありがとう。
そしていつも良き相談相手になっていただいている
里親仲間の皆様にも感謝しています。

熊谷やまなみ会　UMさん
出会いに感謝

南はなみずき会　はっぱのきもちさん
今も、これからも、ずっと

特別養子縁組をした小4の男の子がいます。
9ヶ月の時に出会い、「特別養子縁組をしてくれ
る方へ」という先方の意向に、大切に守られた
命を引き継いで育てさせていただきたいと思い
ました。
施設に通い始めた頃、私たちを見つけると手

足をバタつかせながら、ハイハイでかけ寄ってくる姿
がとても愛しく、何ともいえない温かい気持ちに包まれ
るのでした。今も寝顔を見ては思い出して、ムギュッと
してしまうことがあります。
これから先どんなことが起こっても、私たちは絶対味
方だからね！と心の中でいつも思っています。
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