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令和への願い 

益田地区里親会 会長 岩本 都 

第 ５ 号

（令和２年 3 月発行）

初春の令月にして 

気淑（きよ）く風和（やわら）ぎ     ～万葉集より～ 

令和２年の新しい年明けです。  

 我が家も親子 3 人のおだやかな新年を迎えました。昨年 3 月、大学を卒業した娘

もなんとか一人前の社会人として頑張っているようです。皆様方のご家庭でも、それ

ぞれ希望に満ちた一年の計画をたてられたことと思います。 

 今年は4年に一度のオリンピックが、東京にやってきます。楽しみですね。 

 若者達が自分の得意な種目で頑張る姿は見ていて気持ちの良いものです。 

全ての子ども達が平等にすくすく育っていける世の中に今年こそは一歩前進してく

れますようにと願っていますが、未だに悲しいニュースが聞こえてきます。本当に心

が痛みます。それと同時に今、国民を不安にさせている「新型コロナウィルス」。ど

うなって行くのでしょう。オリンピックは大丈夫なの？と要らぬ心配をしているの

は、私ひとりでしょうか。 

 なにはともあれ、今年も皆様にとって素晴らしい年になりますように、そして子ど

も達の上にも毎日おだやかで幸せな日が続きますように 

と心から願っています。 

 里親信条を心にきざみ、これからも頑張って参りま 

しょう。 



～活動をふりかえって～

 10 月 4 日は「里親の日」です。全国一斉に街頭キャンペーンが行われました。益田地区里

親会では 10月 6日（日）に、「グラントワきんさいでー」会場において里親・事務局 6名で

啓発活動を行いました。 

益田市立図書館パネル掲示 

初めて里親の啓発活動に参加させていただきました。全く知らない方に、（眼鏡拭き

とかティッシュとかちょっとしたグッズは入っているものの）紹介パンフレットの入

った袋を受け取っていただけるかどうか、恐る恐る声かけを始めました。そうしたら

なんと呼び止めさせていただいた方全員丁寧に受け取って下さり安心しました。中に

は「私らもさせてもらわんといけんのんだけどね･･･。」とか「昔、私里親でした。大

変だったけど有り難かったよ。」とか嬉しいお声をいただきました。何事も勇気を持っ

て一歩踏み出す事が大事ですね。良い経験が出来ました。    里親：山口真澄 

グラントワきんさいでー 

啓発活動 

10 月の里親月間に合わせ

て、益田市立図書館においてパ

ネル展示をさせていただきま

した。期間中は、パネル展示の

他、里親に関する本をはじめ、

「里親になりませんか」チラシ

や里親会だよりの配架をしま

した。



～知って下さい、里親のこと～ 

益田地区里親会 会員数      （令和２年２月1日現在） 

平成 31年 1月～令和元年12月、4組(7名)の方が里親会へ新規加入されました。 

養 育 里 親 元 里 親 合 計 

１８組
うち兼養子縁組里親 ５組 

３組 １９組
うち専門里親    ５名 

養育里親の内2 組は非会員。ファミリーホームを運営する里親含む

津和野町健康まつり・ふれあいまつり 

令和元年10月 19日（土）津和野町民体育館において、里親制度の啓発を行いました。 

このおまつりには今回初めて参加させていただきましたが、みなさん足を止めて話を聞いて下

さり「もう少し若かったらねえ･･･。」「がんばって」等のお言葉を頂きました。 

また「以前から里親になりたいと思っていたけれどきっかけがなくて･･･。」と、この啓発活

動の後で里親登録に向け研修を受講してくださっている方もおられます。今後も啓発活動をし

ていきますので興味のある方は是非声をかけて下さい。 



浜田・益田地区里親会交流事業「聖喤寮との交流会」   

令和元年7月7日（日）益田児童相談

所において「里親ほっとサロン」を開催

しました。 

今回は新規会員さんも子ども連れで参

加いただきました。 

当里親会は県内で一番小規模の里親会

ですので、顔の見える、支え合える里親

会を目指しています。 

また当日は、今年度から配置された里

親支援専門相談員の小池さん（松江赤十

字乳児院）、吉岡さん（安来学園）にも顔

合わせを兼ねて参加していただきまし

た。困ったときには、先輩里親、里親支

援専門相談員も頼もしいサポーターにな

ってくださいます。

ぜんざいときなこもちが完成！ 

子ども達と一緒に丸くしていきます 
返し手の子との息もぴったり！ 

里親ほっとサロン 

令和元年12月 15日（日） 

～もちつき交流会～ 

聖喤寮の「もちつき交流会」に参加しま

した。今季は余り冬を感じさせる気候では

ないですが、もちつき大会は私達夫婦もみ

んなの笑顔に癒やされた、この冬一番の思

い出になりました。  里親：高壽毅 

交流活動 

レジン作り

をしました 

夏らしい作

品ができま

した 



新規会員よりひと言 

（平成31年1月～令和元年12月新規加入者） 

※記載は里親会入会年月日順

今年度、里親登録しました青木恵です。子ど

もたちの笑顔を守る為にお手伝いが出来たら

嬉しいです。 

わからない事ばかりですが、少しずつ学んで

いきます。よろしくお願いします。

新入会員の谷川円です。 

私の実家の犬は、私がしもべとして心を込め

てお世話をしても、常に私をかみまくります。

私よりいい肉を食べます。もうすぐ１２歳のこ

の犬の長生きが私の願いです。今後よろしくお

願いします。 
新入会員の谷川辰也です。私達は、出雲で研

修を受けました。乳児院での研修はとても楽

しかったです。 

なお、妻の実家の犬は､何もしない私もかみ

まくります。今後お世話になります。よろしく

おねがいします。

今年度、夫婦で里親登録させていただきま

した青木歩です。子供たちが自然や動物たち

とたくさん触れあえるような環境を作ってい

きたいと思っています。 

今はまだ右も左もわからないので、ご迷惑

をかけるかもしれませんが、よろしくお願い

致します。 

私の両親が里親をしているので私も多くの

里子たちと一緒に暮らしてきました。その中で

家庭に問題を抱えている子が沢山いる現状を

知り、私にも何かできることがないか、そして

両親の助けになりたいという思いからこの度

里親登録させていただきました。 

少しでも子供たちの過ごしやすい居場所を作

れるよう精進していきたいと思います。 

よろしくお願します。       関口侑希

妻の両親が里親をしていて僕も婿として妻

の実家に住まわせてもらっているので、実際

里子たちと一緒に食事をしたりしゃべったり

することもあります。僕も学生時代一時期親

元を離れて暮らしていたこともあって、里子

達の気持ちが少しは理解できるのではないか

と思います。この経験から妻や両親、そして子

供達の力になれるのではないかと思いこの度

里親に登録しようと思いました。これからよ

ろしくお願いします。      関口省吾 

世界中の子供達を幸せにしたいと思って若

い頃から生きてきました。 

今自分にできることを一つ一つ行っていま

す。里親の資格を頂いて大変光栄に思っていま

す。皆様どうぞよろしくお願いします。 

柿木村柿木 原田美穂

H３１（R１）は7名の方が 
新規会員となりました。 



委託経験者より

〇短期委託を受けたとき･･･ 

Qどのくらいの期間預かったのですか？ 

 短い場合で 3～4日。長い場合で約 1ヶ月くらい。 

Q（短期で）預かろうと思ったのはなぜですか？ 

里親に興味がありましたが、長期に預かることは仕事や家庭の子供の状況もあるた 

 め、まず短期からやってみようと思いました。 

Q気をつけていることはありますか？ 

家族全員でその子どもさんをみていこうと話し合いました。また、小さい子を預かる 

 ことが多いため、危険な物は手にできない様、環境整備にも気をつけました。 

Q短期委託のいいところは何ですか？ 

いいところは、家族（受け入れる我が家）の「めりはり」がつくところです。しかし、 

お別れするときがとてもさみしくなるのでつらいこともあります。 

〇長期委託を受けたとき･･･

Qどのくらいの期間、預かったのですか？ 

私が長期でお預かりした中で一番長かったのは、中学 3年生の冬休みから 20 歳の誕 

生日までの約 5年間お預かりした女の子でした。

Q一番うれしかったことは何ですか？ 

5年間預かったその子と一緒に、大学進学のためのオープンキャンパスに東京、奈良、 

京都といろいろな所へ旅行気分で一緒に行ったのが良い思い出です。

Q一番大変だったことは何ですが？ 

お預かりした当初に学級に入れず保健室登校をしており、人との関わりの難しさを抱 

えていたので、家では安心して何でも話せるようにということと、暮らしやすい環境 

を整えることに気を配りました。 

「里親登録はどうやったらできるの？」「里親制度って何？」･･･まずは話を聞いてみる 

だけでも構いません。制度説明や登録の流れなどのご説明をしますので、益田児童相談所

までご連絡下さい。           電話：0856-22-0083 fax：0856-22-0075 

里親委託について、短期間の委

託を受けた里親さんと、長期間の

委託を受けた里親さんから、それ

ぞれお話を聞いてみました。 

特に短期の委託は急な依頼にな

ることも多いのですが、皆さん「子

ども達のために」と、協力してくだ

さっています。 



益田地区の出来事 

島根県里親会より

                  。  

●益田地区の里親さん宅で生活中の里子さん２名が、3 月に高校を卒業されまし

た。 

２人は春から進学が決まり、新たな環境の中で将来の夢に向かって勉強されること

となりました。まだまだ社会的な支援が十分とはいえませんが、健康に留意され、いろ

いろな出会い、経験を通して成長していってくれることを願っています。 

●益田地区里親会員の伏谷里親ご夫妻が、多年地区里親会活動に尽力し、子どもの健全

育成と自立に寄与した功績により「令和元年度島根県里親会感謝状」を受けられました。

おめでとうございます！！

～ありがとうございますm(_ _)m～

●伏谷里親さんが役員をされている『有限会社 益田自動車鈑金塗装』様より益田

地区里親会へご寄付をいただきました。伏谷里親様には長期にわたり、当地区里

親会へご寄付頂いております。

また、毎年、益田市社会福祉協議会様から補助金、津和野町社会福祉協議会様か

ら助成金をいただいております。これらについては、貴重な財源として、里親制

度の普及啓発活動に使わせていただいております。ありがとうございます。 

●社会福祉法人島根県共同募金会様から児童養護施設等入所児童就職・進学等支

度支援金助成事業として、高校３年生を対象に助成金をいただきました。 

里子さんが新生活を迎えるにあたり、希望や不安が入り交じる中、助成金は大

変貴重な安心サポートの一つです。頂いた助成金は、新生活に向けた準備品の購

入に充てさせていただくとのことです。里子、里親共にたいへん感謝しておりま

す。ありがとうございます。 

島根県電気工事工業青年部様より、今年

も島根県里親会に「里子激励金」をいただ

きました。寄付金は、島根県里親会から県

内４つの里親会へ配分され、各地区里親会

で里子達のために大切に使わせていただ

いています。益田地区では、里子さんへ図

書カードを配布しました。ありがとうござ

いました。

（R2.1.20 中央児童相談所にて） 
中央：島根電気工事工業青年部 

三原部長様 
右：同 田中副部長様 
左：中央児童相談所 太田所長 



令和への決意 

島根県益田児童相談所長（益田地区里親会顧問） 宮阪 敏章 

お知らせ 

第６４回島根県里親大会

今年は、益田市で開催します！（益田地区開催は4年に1回です）

関係機関の方をはじめ、「里親」に興味をお持ちの方も是非ご参加下さい。 

★期 日：令和２年８月２２日（土）12:30～15:20 

★会 場：益田市立市民学習センター 

住所：益田市益田市元町11-26 

TEL：0856―31-062０ 

★内 容：児童養護施設安来学園 景山博教園長による講演   

     ファミリーホームより取り組み報告他 

     子どもレクリエーション、乳幼児保育もあります。 

★参加料：無料 

【お問い合わせ：益田地区里親会事務局(0856)22-0083まで】 

知ってく

ださい！ 

「里親」

のこと

７５パーセントの里親委託率の実現を目指すとした『新しい社会的養育ビジョン』

の提示から２年半が過ぎ、このビジョンを受けて作成している本県の『島根県社会的

養育推進計画』もそろそろ大詰めとなっています。このビジョンは、子どもが権利の

主体であることを明確にした平成２８年の児童福祉法の改正を受けて示されたもの

ですが、この趣旨に乗っ取り、ビジョンでは特別養子縁組による永続的解決（パーマ

ネンシー保障）ということも謳われ、児童相談所もその一端を担うよう規定もされま

した。 

益田児童相談所においても、養子縁組という形も視野に入れながら、一層里親のみ

なさんと手を携えて子どもたちの権利擁護に取り組んでいきたいと思います。 


