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くるみ乳児院だより

これからの行事予定

くるみ乳児院では、地域のニーズを受け止め
ながら子育て支援を行っています。
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『ショートステイ事業』
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子どもの日

（大阪市の事業）

くるみ乳児院のめざすもの
“子どもの権利条約”に基づき、すべての「子ど

6 月 30 日

親子クッキング

もの最善の利益」が尊重されることを基本にして
います。子どもたち一人ひとりの違いを認め、子
どもの気持ちに寄り添う養育を行っています。

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。詳細についてはお問い合わせください。

地域のみなさま、関係機関のみなさまと共に歩む 1 年に

日頃からくるみ乳児院へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
さて、新年度がスタートしましたが、新型コロナウィルス感染症の関係では、みなさま様々
な面で対応に苦慮されているかと思います。
当施設でも、来訪者の方々には検温していただいたり、体調を伺ったりとお手数をかけてい
ます。未知のウイルスのため治療薬も未だない中では、自分が罹らない、人に移さないように
するために不安と恐怖にかられるているかと思います。当施設でも、職員一人ひとりも、日々

後援会からのお願い

気にしながら、手洗い・手指消毒・マスク着用などの努力をしています。お陰さまで、子ども

『２０２０年度会員募集』

達も職員もインフルエンザにも罹らず、他の病状もほとんどなく新年度を迎えることができま
した。

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

新しい施設として 4 年目。子どもの成長に例えるならヨチヨチ歩きから、ひとりでしっかり

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

歩けるようになってきたところでしょうか。昨年度は、バスを借りてみんなで水族館へ遠足に

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

出かけました。今年度はさらに大きなバスを借りて、秋の味覚狩り・動物園など、行ってみた

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・

いところが広がりそうです。施設長としては、子どもたちに新幹線に乗って普段見ることのな

共同の取り組みを進めています。くるみ乳児院を含む大阪府下の多くの施設で老朽

い景色を見せてあげたいと密かに考えています。
地域の方々にも少しづつ名前を覚えていただいているようです。昨年度始めた地域福祉のひ

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、

とつである親子支援事業「ほっこりひろば」への参加者は、延べ 14 家族でした。当施設の栄

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。

養士や看護師、保育士がテーマに沿って奮闘いたしました。今年度も、６月から１月にかけて

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

４回計画しています。ご興味のある方は是非遊びにお越しください。

す。まだ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

子育てで困っている方の「応援団」として、小さな困りごとから大きな困りごとまで、当施

す。
＊個人会員 １口 ３、０００円 ＊団体会員

設の機能を大いに活用して、地域の方々や関係機関と共にワンチームとして、お子さん一人ひ

１口 １０、０００円

とりの人権を守り、子どもたちが笑顔あふれる１年にしていきたいと思っています。

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、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

くるみ乳児院（06-6１８０-５０６２）までご連絡ください。

施設長

平瀬

まり子
職員一同
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今年も鬼がやってきた！！

四季いろいろ こどもの成長とともに

節分の豆まきでオニをやっつけろ！

ベランダからオニがやってくると、子どもたちは一目見て泣いて逃げ回ったり、子ども同士で

…2020 年 1 月～3 月…

抱き合ったり…大人の後ろに隠れている子もいました。オニ退治の練習をしていましたが、うま
くボールは投げれませんでした。子どもたちにとってはちょっぴり怖い思い出になりましたが、
最後はオニと一緒に写真を撮ることができました。夕食には恵方巻きが食卓に並び、子どもたち
は長い巻きずしを一生懸命ほおばっていました。ご飯を食べている時も「おにきたな」と豆まき

今年も良い年でありますように・・・

の話しで盛り上がっていました。豆まきや恵方巻きを食べたり、子どもたちと一緒に楽しく過ご
すことができました。

2020 年のお正月をゆっくりすごしました

堀 裕佑

元旦におせち料理を食べて、書き初めをしたり、手作りの羽子板

アンパンマンこどもミュージアム

で遊んだり、初詣に出かけるなど、お正月を楽しむことができまし
た。子どもたちは、普段見ないおせち料理に少し驚いたようでした

へおでかけしてきました！

が、甘い栗きんとんはお気に入りでした。書き初めでは、自分の名
前をがんばって筆で書くことができました。初詣では、お賽銭を大

冬のおでかけに『神戸アンパンマンこどもミュージアム』

事に握る姿がとてもかわいく、大きくなったなぁと感じられる時間

へ遊びに行きました。電車を降りるとすぐにアンパンマンが

でもありました。施設に戻ると、
「ガラガラしたね」などお参りを

見えて２人はウキウキでアンパンマンミュージアムまで歩き

した様子を話してくれました。子どもたちもとても満足しているよ

ました。初めてみる着ぐるみ（ドキンちゃんとバイキンマン）

うでした。

にびっくりして後ずさりをしたり泣いてしまうこともありまし
たが、アンパンマンの人形劇では一緒にアンパンマンの歌を

島ノ江 幸恵

うたったり手遊びをしたりと楽しむことができました。お昼にはアンパンマンミュージアムの
中にあるレストランでお子様ランチを食べお皿に書いてあるアンパンマンを見つけると嬉し
そうにしていました。少し遠い場所へのおでかけになりましたが、たくさんアンパンマンのキ
ャラクターに会うことができ、楽しんでいました。
浅野 千奈都

たくさんの方に支えられて…

お雛様と一緒にひなまつり

くるみ乳児院と後援会会員によるもちつき大会で大賑わい
2 月１日にもちつき大会を行いました。子どもたちは初めて見る臼や杵に

ひな祭りには、みんなで“うれしいひなまつり”を歌いながらパーティーしました。ちらし

興味津々で、ワクワクしながら始まるのを待っていました。大人の掛け声と

寿司ケーキが出てきたときは「わーお！」とみんな大喜びでした。お雛さまとお内裏さまのか

共にもちつきが始まり、「よいしょー」とお餅をついている姿を見て、一緒

まぼこに興味津々で、みんな嬉しそうに食べていました。七段飾りのひな人形と一緒に写真を

に「よいしょー」と掛け声を出している子もいれば、びっくりして泣きそう

撮り、楽しい 1 日になりました。
南 紗希子

になっている子もいました。できたてのお餅を小さくちぎって、みんなでお
いしくいただきました。お部屋に戻ってからも、子どもたちは「おもちペッ
タンしたね」ともちつき大会の話を楽しそうにしていました。当施設で初め
ての行事でしたが、子どもたちも楽しむことができ、とてもいい思い出にな
りました。後援会会員のみなさまのご協力により、楽しいもちつき大会とな
りました。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

手づくりの

堀 裕佑

ちらしずしを食べたよ☆
七段のひな人形を飾りました☆
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子どもたちの成長に感動！

『はるのつどい』

3 月 20 日、毎年恒例の「はるのつどい」を開催しました。
今年度より始まったくるみ乳児院の親子支援事業「ほっこりひろば」は、様々な不安

「はるのつどい」は、子どもたちの 1 年間の成長を保護者の方とともに、喜び合うことを

の中スタートを切った事を覚えています。同法人のすみれ乳児院が行っている地域福祉

目的とした行事となっています。今年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、ギリギリ

事業を参考にし、自分たちの施設ではどのようなプログラムを組めばよいのか？ くる

まで開催を悩みましたが、各ルームで 3 回に分けて開催しました。参加人数を分散したり、

み乳児院を開所して間もない中、参加してくれる人はいるのだろうか？ など色々な事

換気や室温調整、保護者の方には体調チェックをさせていただくなど、細かな対策を徹底し

を考えていました。全４回のプログラムを作成し、第 1 回目の夏祭りを行った時、参

無事に開催することができました。今回は述べ 12 名の保護者の方に来ていただきました。

加している子どもたちや保護者の方を見て、取り組みが必要とされている事を感じ不安

たんぽぽルーム（0 歳児）の子どもたちは、手作りの鈴やマラカスを歌に合わせて上手に

が薄れていきました。離乳食についてや健康面についてなど、乳児院ならではの強みを

鳴らしていました。保護者の方と一緒にわらべうたのスキンシップ遊びをしたり、とても和

活かしたプログラムは、参加する人にとっても興味深い内容だったようです。参加者の

やかな雰囲気で行うことができました。

方々が質問されている様子を見て、些細な事であっても育児についての不安や疑問を抱

ももルーム、さくらルーム（1 歳～3 歳児）の子どもたちは、名前と年齢を 1 人ずつ発表

えながら日々子育てをされているのだなと改めて実感しました。

してもらいました。最初は緊張した様子でしたが、照れながらもしっかり前を向き、名前と

来年度はどのような取り組みを通して地域交流を行っていけるのか、楽しみながら準

年齢を言うことができました。その後は、子どもたちが大好きな『パプリカ』のダンスを披

備しています。

露しました。いつも張り切って踊っている子も、この日は緊張して踊れなくなっていました。
西尾 翼

最後まで上手に歌って踊っている子や、月齢の小さな子どもたちも音楽に合わせて体を揺ら
したりと、それぞれの個性が出て、とても楽しんでいました。最後は、1 年間の成長や思い
出をまとめた写真を映像で見ていただきました。私たち職員も、この 1 年間の子どもたちと
の様々な時間を思い出し、一人ひとりの成長をとても嬉しく感じました。何より、保護者の
方々と子どもたちの成長を、見守り共有することができ、素敵な時間となりました。
渡邊 千夏

可愛いすずとマラカスを持って
『ちゅうりっぷ』と『はるがきた』を歌ったよ
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1 年間を通しての感じた子どもたちの成長

✿乳児院から羽ばたいた子どもたちへ✿

いちご（保育室）は、小集団で月齢に合わせた遊びがじっくりと取り組めるようにとの目的
で、専任保育士 1 名と、子ども達 3～4 名の固定メンバーで 1 年を通して午前中の時間をい
ちごのお部屋で過ごします。

U ちゃんへ

くるみ乳児院の開所から、いちごも４年目を迎えましたが、どの子どもたちも保育士が迎え

U ちゃんがはじめてくるみ乳児院に来たのは 2018 年の 5 月でした。とても小柄

に行くと「いちごいく～！」と言って、リュックを背負って楽しみに待ってくれています。日

で、職員の抱っこから離れられなかった U ちゃん。くるみでの生活に慣れてからも、

常の生活の場とは違うお部屋で遊び、自分のロッカーやお道具箱、月齢に合った玩具が手に届

「だっこ～」と言ってたくさん抱っこを求めていました。そんな甘えん坊な U ちゃ

く所にあります。２歳児～３歳児の月齢に合わせた保育を行い、指先を使ったあそび（ひも通

んもできる事がどんどん増え、お散歩では「U ちゃんおねえちゃんやから！」と言っ

し、ボタンはめ、ハサミ等）や、おままごと等のごっこあそびも、お友達と会話を楽しみなが

て歩く姿に成長を感じました。新しいお家でも元気に過ごしているかな？ どんな遊

ら遊びます。時には玩具の取り合いにもなりますが「ちょうだい」「かしてね」とお友たちが

びが好きかな？ 好き嫌いせずにたくさん食べているかな？ U ちゃんと過ごした 1

言うと「いいよ～」と玩具をゆずる場面も見られます。年度末になると、保育士が遊びの中心

年 5 ヵ月は、いろんなことがあったね。一緒に笑ったことも、怒ったことも、泣い

に入らなくても、子ども達同士で遊びを展開しながら楽しめるようになります。毎月の季節に

たことも今では全部大切な思い出です。U ちゃんの担当職員になれて本当に良かっ

合わせた制作も取り組みます。お部屋に飾ると、自分の作品を「○○ちゃんの！」と嬉しそう

たと心の底から思います。U ちゃんの幸せをいつまでも願っています。

に眺めます。この冬には、自分で作った“凧”を持って地域の公園へ凧あげをしに行きました。

達川 渚

「よ～い、どん！」と子ども達と掛け声をかけながら元気いっぱいに走って遊びました。月齢
も大きくなり、昼食のお弁当を食べる時３人の子どもたちがお箸の練習をしています。お互い
が「みてみて！できたよ！」と頑張ってお箸を使おうと一生懸命に頑張る姿がほほえましいで
す。いちごで過ごす時間は、時には良いライバルになり、お互いが良い刺激を受けながら保育

A ちゃんへ

を通して成長できる場になっていると思います。来年度も日々つながりのある保育を目指し

A ちゃんに初めて出会ったのは、A ちゃんが 10 ヵ月のときでした。そのときは、

て、一人ひとりの子ども達が楽しめるいちごにしたいと思います。

ずりばいをしていて、ごはんも職員が介助をして食べていました。単語がでるように
青山 絵美

なるまで少し時間がかかり心配をしていましたが、だんだんと語彙が増え、A ちゃん
の気持ちをたくさん知ることができるようになったときは、本当にうれしかったで
す。頑張り屋さんの A ちゃんは、一人立ちしようとつかまり立ちの練習をしていた
こともありました。何度も何度も挑戦をする姿はかっこよかったです。いつも笑顔が
いっぱいのＡちゃん！ 大好きな A ちゃんの担当職員になれて幸せでした。本当にあ
りがとう。今も楽しく元気に過ごしている事を願っています。
藤井 志帆

Ｈちゃんへ
Ｈちゃんと出会ったのは、2019 年 4 月でした。とても可愛らしかった事を覚えてい
ます。抱っこをしている時は気持ち良さそうにすやすや眠っていたけど、授乳の時は泣
いてしまうこともありました。里親さんが来てくれるようになると、穏やかによく笑う
ようになり、安心した表情でゆったりとしてミルクが飲めるようになりました。新しい
お家ではどんな遊びをしているのかな？ たくさんお喋りしているのかな？ 大きくな
った姿でまた遊びに来てね。Ｈちゃんと過ごした時間はとても楽しく幸せな時間でし
た。これからも、笑顔の絶えない可愛いＨちゃんでいてください。いつまでも元気にす
ごせるよう願っています。
竹田 将大
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