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（大阪市の事業）
父母などが病気などで一時的に子ども
の養育が困難になった時に宿泊をとも
なうかたちでお預かりしています。
利用年齢は２歳未満です。

たくさんあつまりました
子どもたちの足型でつくったお月見アート

ご近所さんの「頼れる存在」をめざして

後援会からのお願い
『２０２０年度会員募集』
大阪福祉事業財団後援会は、2001 年 12 月に「人を人として大切にする本当の
社会福祉の実現をめざして、結びつきと絆を大切に、輪を広げましょう」と呼びか
けて結成されました。後援会では、法人各施設の増改築や新しい施設づくりなどの
事業に協力し、会員相互の交流を深めながら権利としての社会福祉の実現をめざす
協力・共同の取り組みを進めています。
社会福祉法人 大阪福祉事業財団くるみ乳児院を含む大阪府下の多くの施設で老
朽化が進み、国や地方自治体は財政難を理由に、福祉・教育・医療などの予算を削
減し、施設建て替え時の自己資金の割合も大きくなっています。
大阪福祉事業財団は、皆様の物心両面にわたるご支援・ご協力を必要としており
ます。まだ後援会に入会されていない方は、入会していただきますよう、宜しくお
願いいたします。早々にご入会いただきました方には、心より御礼申し上げます。
＊個人会員 １口 ３、０００円 ＊団体会員

かわいいうさぎが

１口 １０、０００円

大阪福祉事業財団と社会福祉の発展に協力し、応援してくださる方は、
くるみ乳児院（06-6１８０-５０６２）までご連絡ください。

日ごろから、地域のみなさま、関係機関のみなさまにおかれましては、くるみ乳児院への
ご理解、ご支援をありがとうございます。
今年も、長雨の後酷暑になり、残暑厳しい日が続いていましたが、子どもたちの散歩帰り
のおみやげが、セミの抜け殻から、色の変わったねこじゃらしや、色付きはじめた葉になり
季節の移り変わりを教えてくれます。地域の子育ての応援として子育て相談（24 時間対応）
、
ショートステイ事業（一時預かり）、大阪市病児・病後児保育事業としてすみれこどもケアル
ームを行っています。7 月からは親子支援事業として「ほっこりひろば」を開室しました。
5 組の親子の参加を希望しています。第一回目は 7 月に行われ、3 組の親子が参加され、ミ
ニ夏祭りを楽しみました。今後は、栄養士、看護師が専門分野を生かした取り組みを計画中
です。どうぞ楽しみにしていてください。
当施設が開所して 3 年目の夏を子どもたちは元気に過ごせました。子どもの権利を守り、
子どもの最善の支援をめざし、保護者の方々へのより良い支援、地域の方々との連携や協働
はどうかと、法人の内部監査を受け、また自己評価を行い前進してきました。そして、今夏
に第三者評価受審（備考１）も受けました。ここから見えてくる、現在の当施設の強みと課
題がはっきりしてきます。そして、身近な所では緑町の中で「頼れる存在」となれるよう、
広い視野では鶴見区あるいは大阪市内でくるみ乳児院の個性や機能を生かした取り組みを
連携できる施設をめざしていきたいと思っています。
備考１：正式な受審結果が分かり次第、ホームページに掲載していきます。
施設長 平瀬 まり子

親と病気の子どもの拠り所

城東福祉まつりに遊びに来ませんか？

～すみれこどもケアルーム～
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すみれこどもケアルームは、子どもが病気やけがで登園・登校出来ず、さまざまな理由で
家庭での看護が困難な時に利用出来る病児・病後児保育室です。職員はいつも子どもの病状
や様子をよく観察し、少しの変化も見逃さず嘱託医と密に連携を取り、早急に的確な対応が

第４３回福祉まつりが２０１９年１１月１０日（日）に行われます。

出来るように努めています。そして、保護者から預かった子どもの生命を何事もなく無事に

（主催：福祉まつり実行委員会）

保護者の元にお返しすることを最大の目的としています。

時間は９：３０～１５：００を予定しており、場所は大阪市城東区古市
1-21-41 職員共済会館（うぇるほぅる）周辺です。
今年は「みんなで築こう！平和で安心して暮らせるまちを」をメインテ
ーマとしています。

すみれこどもケアルームは主に城東区や鶴見区からの利用があり、
昨年度は城東区で 336
人、鶴見区で 282 人の利用がありました。また、旭区、都島区、北区、天王寺区などから
利用されている方もおられ、兄弟間での利用も多くあります。私たちは、今後も利用者の二
―ズに合った病児保育をめざして職員一人がその必要性を理解し、子どもたちへの関わりや

模擬店は約２０店舗ほどを予定しており、すみれ共同作業所では囲碁・
将棋のコーナーを用意しています。そして赤ちゃんから高齢者の方まで楽

保護者とのつながりを大切にしていくと共に、すみれこどもケアルーム憲章に立ち返り、よ
り質の高い病児保育を目指して行きたいと思いますので、お気軽にご連絡下さい。

しめる６つの‘
‘ひろば’
’があります。親と子のひろばではお子さんが遊ぶ
ことのできるスペースを用意しています。
福祉まつりでは平和について考える機会になればと思います。ぜひ当日

対象

遊びに来てください。お待ちしております。
※景品の当たるチケットを 1 枚 250 円で普及中です。
ご興味のある方は、くるみ乳児院事務所までお問い合わせください。

子育て支援の場として

対象は生後６ヶ月から小学６年生までです。

地域の子育て支援として日々保育をして

すみれこどもケアルームは病児（病気の初期

いて、さまざまな家庭環境の問題が気になる

からお預かり）
・病後児（回復期のお預かり）

ことがあります。保護者とスタッフの距離が

の両方を行っています。

近い病児保育室だからこそ、このような問題
に気づき適切な援助やアドバイスを行って
います。病児保育室は、子どもたちの保育看
護をすることはもとより、病気の子どもを預
ける保護者の不安も受け止めながら、子ども
たちの健やかな成長発達を支える場所です。

こちらにもぜひ、遊び

あさひ福祉まつり

専門性を生かし

に来てくださいね！
（主催：あさひ福祉まつり実行委員会）
日時：10 月 27 日（日） 10：00～15：00
場所：城北公園 大阪市旭区生江 3 丁目 29 番地
☆雨天決行、荒天中止

2013 年度から全国病児保育協議会で病児保
育専門士という資格ができ、職員全員が研修を
経て資格を習得しました。毎年研修会にも積極
的に参加し、専門職としての質の向上をめざし
ています。

ケアルームのご案内
場所：大阪市城東区古市 1 丁
目 19 番 23 号
電話：06－6934－8868

夏の思い出

地域の方々との交流を目指して
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てづくりの七夕まつりを開催しました
7 月 7 日七夕の日、くるみ乳児院の 1 階玄関で七夕まつりを行いました。子どもた
ちは甚平に着替えると、いつもと違う服にワクワク。輪投げや魚釣り、ヨーヨー釣り、
手作りお面が並ぶ会場を見つけると、目を輝かせながら走り出します。自分で選んだお
面をつけ、ゲームを楽しみ、ゲームの景品のおやつをたくさんもらうと、子どもたちは

さかなつり♪じょうずにつれるかな？

とても満足そうな笑顔を見せてくれました。特に魚釣りでは、子どもたちは釣るのがど
んどん上手くなっていき、成長の早さを実感しました。
地域の方々にも参加していただき、子どもたちの楽しく遊んでいる声が聞こえるにぎ

プーさんのお面、とっても似合ってるね(^^)

やかなおまつりになりました。来年も、地域の皆さんとささやかですが一緒に楽しめる
おまつりにしたいと思います。
大川 千尋

いっぱい遊んだ夏の思い出
今年の夏も暑い日が続き、職員は毎日体力との戦いでしたが、子どもたちは汗をたく
さんかきながら元気いっぱい過ごすことができました。
毎年夏になると、みんなで思い出をつくる楽しい行事を企画しています。今年は、枚
方パークのプールと鶴見緑地プールの 2 班に分かれてお出かけをしてきました。いつも
遊んでいる家庭用のビニールプールと違い、大きなプールとたくさんの人に子どもたち

よいしょ！よいしょ！

ベランダで水遊び！容器を使ってたく

昔ながらのかき氷機ステキでしょ？

さん遊んだね☆

みんなで遊ぶと
は圧倒されつつも、プールに入ってしまえばすぐに満面の笑みがこぼれていました。職
とっても楽しいね！
員にしっかりしがみつき浅い場所から深い場所へ行ったり、流れるプールでプカプカ浮
かんだり、小さなスライダーすべり台があまりに楽しかったのか、怖がることなく何度
も一人で挑戦する子どももいました。中には慣れるのに時間がかかり職員から離れられ
ない子どももいましたが、
「大丈夫！大丈夫！」と職員が声をかけながら一緒になって楽
しんでいる内に、少しずつ緊張がほぐれ最後には笑顔で楽しめるようになっていまし
た。帰りの電車内ではみんなぐっすり気持ちよさそうに眠っていました。
大人は苦手な暑い夏も子どもたちは大好きな水遊びができ、毎日楽しむ姿がありまし
た。今回のお出かけを通じて楽しい思い出とともに、また一つ成長した子どもたちの姿
が見られとても嬉しく思います。

大きなプールにビックリ！！
みんなで思いきり遊びました★
渡邊 千夏
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鶴見区民まつりに参加しました

楽しかったよ

夏まつり

地域の 2 歳までの親子 3 組が参加してくれました。
乳児院のホールで輪投げや魚釣りボールプール・お面を準備し夏まつりの
雰囲気をだし、マット遊びや手足型スタンプのコーナーを作り、遊びを通
して交流しました。お母さん同士楽しく会話したり、子どもたちも少し
お母さんから離れ、お友だちや職員と遊ぶ姿も見られました。
お母さんと子ども達・職員も一緒におやつを食べて、楽しくおしゃべりを

わ～！

してゆったり過ごす事ができました。保護者の方にもお家では経験できな

人がいっぱい！！

い事ができたと喜んでいただきました。地域交流の第一歩でまだ小さな広
場ですが、地域の方の要求にこたえられるように、内容も充実させていき
たいと思います。ぜひご参加お待ちしています。

くるみ乳児院が出店した輪投げに挑戦！

9 月 8 日に鶴見緑地公園で開催された
【開催内容】

鶴見区民まつりに子どもたちと初めて

場

所： くるみ乳児院 ホール

参加させていただきました。

時

間： 10 時 45 分受付

対

象： 地域にお住まいの 0 歳～2 歳までの親子

料

金： 無料

定

員： 親子 5 組

11 時開始～12 時まで

そーっとそ－っと
しんちょうに

くるみ乳児院としても出店させていた
だくことになり、沢山の方にきていだく
ことができました。

＊定員になり次第 締め切らせていただきます。

地域の皆様との交流を更に大きくして
いけたらと思います。

2019 年度

今後のプログラム予定

3 回目：11 月下旬

くるみ乳児院看護師による ベビーマッサージ

4 回目：１月下旬

親子で遊ぼう

＊都合により変更する場合があります。その際はご了承願います。
＊問い合わせ・申し込みは、くるみ乳児院までお願いします。

ご協力ありがとうございました。

