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これからの行事予定

“子どもの権利条約”に基づき、すべての「子ど
もの最善の利益」が尊重されることを基本にして

7月

七夕まつり

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

8 月 夏のおでかけ

的に子どもの養育が困難に
なった時に宿泊をともなう

9 月 親子であそぼう

かたちでお預かりしていま

『いろいろな工夫』

す。利用年齢は２歳未満で

～子どもたちの安心した生活を守るた

今年度は、新型コロナウィルス感染症の流行により、くるみ乳児院でも子どもたちの生

す。詳細についてはお問い

活を守るために感染防止の対策を考えながら日々過ごしています。緊急事態宣言の発令を

合わせください。

受けてからは、子どもたちの生活様式を改めて見直し、不要不急な外出はできるだけ最小
限に抑えるようにしています。お散歩には出来るだけ小集団で行くようにし、公園の遊具
などで遊ぶ際には消毒をしてから遊ぶようにしました。
緊急事態宣言の解除を受けるまでの 1 ヵ月半ほどの期間は、保護者の方の面会も控えて

後援会からのお願い

頂くようにお願いし、子どもと会えない不安を少しでも軽減してもらえるように、担当職

『２０２０年度会員募集』

員が 2 週間に 1 回は保護者の方へ子どもの様子を伝えるようにしました。子どもたちは受
話器から聞こえてくる保護者の声に耳を傾けていました。各ユニットのお部屋には、それ

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

ぞれの家族写真を飾っています。声を聞いた後は「○○くんのママ！」と嬉しそうに写真

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

を見ている子どもの姿も見られました。

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、

母の日のカードは、担当職員が手作りで作成し、日々の生活の様子が分かるように手紙

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

も添えて郵送することにしました。保護者のお一人の方には「嬉しくていつも持ち歩いて

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化が進み、国や地

います！」と言ってもらえました。親子が会えない時間を、それぞれのユニットで工夫し

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

ながら過ごしました。

自己資金の割合も大きくなっています。

職員はこれまで以上に健康管理に気をつけ、出勤前の検温、手洗いや消毒の徹底、マス

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。

クの着用を行いながら子どもたちの養育に携わっています。

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す。
＊個人会員

１口

３、０００円

＊団体会員

１口

今後も、新型コロナウィルスの対応を検討し、情報を収集しながら、子どもたちの安心

１０、０００円

した生活が送れるように職員一同が力を合わせていきたいと思います。

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、

総主任

くるみ乳児院（06-6１８０-５０６２）までご連絡ください。

1

青山
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子どもたちはいつも元気い～っぱい！
『子どもたちから求められる保育士に』
この春からくるみ乳児院で働かせて頂くことができ２ヶ月が経ちましたが、
子どもたちは屋外で遊ぶことが大好きです。今年は鶴見緑地公園で本格的なＢ

仕事も少しずつ慣れていくことができてきました。最初は緊張してどう関わっ

ＢＱを子どもたちとしたいと思い、計画を立てていたのですが、新型コロナウィ

ていいかわからず、戸惑っていました。でも一緒に遊ぼうといってくれたり名

ルスの緊急事態宣言が発令されたため実現することはできませんでした。そのた

前で呼んでくれたりしたのでとても嬉しかったです。その時子どもたちに助け

め、場所を乳児院のテラスに変更し、BBQ をしました。

られた気がしました。でも次は、まだ足りない保育力を先輩方の姿を見て伸ば

天気が良く、日差しが強いとても暑い日でした。ベランダには子どもたちの楽

していき子どもたちが“この人といたら楽しいな。絵を描いたり、体を動かし

しい声が響き渡っていました。今までは、事前にお肉を少し焼いておき、仕上げ

たりして遊ぶときはこの人がいいな”と思ってもらえるようになりたいと思い

は子どもたちの目の前の鉄板でという方法をとっていましたが、今年は豚肉と牛

ます。なので、子どもたちと関わっていく中で、自分の出来る事や得意分野な

肉を生肉から焼くようにしました。子どもたちは初めての生肉に興味深々でした。

どももっと広げていきたいです。

赤色から色が変わっていくお肉を見て、とても驚いていました。でも子どもたち

保育士

干野

はお肉よりウィンナーが美味しかったようで、ウインナーをたくさん食べていま
した。
来年は広い公園で、子どもたちのキラキラの笑顔が見られるいいなと思います。
保育士

南

『食べることが好きになる食事作りをめざして』

梅雨の楽しみ
みいつけた♪

今年度から正規職員として改めてくるみ乳児院の職員になりました。昨年は
子どもたちの成長と共に自分自身も少しだけ成長できた気がします。子どもた
雨の日のお外も

ちはいつも元気いっぱいで「まついさん！」と声をかけてくれます。自分の考

たのしいね！

えた献立や料理をおいしそうに食べてくれる様子を見ると、とても嬉しくなり
ます。また、逆に浮かない顔をして食べてくれない時もあります。そんな時は

梅雨の時期でしたが、晴れた日にお散歩にでかけると、近くの公園ではアジサイがきれいに咲い
ていました。子どもたちは「これなんのおはな？」と指さしをしたり、お花の匂いを嗅いでみたり、
触っている子もいました。
「きれいだね」や「かわいいね」とお話ししながらお散歩するのは、とて

どもたちの様子を近くで見ながら“食べることが大好き”な子になってくれる

雨が降っている日には、子どもたちは窓を見て「あめだよ」と教えてくれます。カッパを着て乳
児院の砂場やテラスに出て、雨の中で遊びました。雨の中で遊ぶのは子どもたちにとっても新鮮で、
いつもと違った表情がみられます。これから暑い日が続きますが、思いっきり水遊びをしたり、時
にはお部屋でまったりと過ごしたりと、体調に気を付けながら暑い夏を乗り越えていきたいと思い
ます。
竹田

いといけないなと考えさせられます。時には一緒に食事をしたり、お手伝いを
してもらったり、四季の行事を一緒にお祝いしたりと、より家庭的な環境で子

も楽しい時間です。

保育士

あまり好きじゃなかったのかな、苦手でも少しでも食べてくれるよう工夫しな
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よう食事作りをしたいと思います。
栄養士

松井

２０２０年７月 1 日発行

★フレッシュな風を運ぶ！新しい仲間た

保育室

いちご の取り組
～毎日ウキ ウキ 🍓ワ

『子どもと保護者に寄りそえるように』

ク ワ ク

こんなに
のぼれたよ！

入職して二か月が経ち、大変なこともたくさんありますが、「寝返りをした」、「歯
が生えてきた」など日々成長していく子どもたちを見守ることができ、とてもやりが
いを感じています。乳児院には様々な事情で入所している子どもたちがいて、保護者
も様々な事情を抱えていることが少しずつ分かってきました。子どもだけでなく、保
護者にも寄り添うことが大切だと分かり、自分はどんな風に寄り添うことができるだ
ろうと考える日々です。
先輩方の姿を見て学び、『子どもと保護者に寄り添うことができる保育士』になれ
るよう日々精進します！
保育士

金井
屋上で
しゃぼん玉をしました

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、子どもたち２～4 名の固定メンバーで、1 年を通して

『子どもと共に成長していきたい』

午前中の時間をいちごのお部屋で過ごします。
今年の 5 月からは、新メンバーになり 2 歳児 2 名が過ごしています。いちごのお部
屋には木でできたキッチンと冷蔵庫があります。子どもたちはそのキッチンで遊ぶこ

私は子どもたちの「立って歩けるようになった！」などの大きな成長から「お

とが大好き。
「あちちだよ」とフライパンで料理をしてくれます。冷蔵庫には大好きな

友達におもちゃを貸してもらいありがとうとお礼を言えるようになった！」と

お弁当を入れて「ひやしてるの」といって、冷蔵庫のドアをじっと押さえている姿は

感謝を相手に伝えられるようになったなどの小さな成長を見ることができ、そ

とても可愛いです。いちごでは昼食がお弁当箱に入っています。お部屋で食べるごは

してそれを子どもたちと共有して喜び合えるのが乳児院の強みと考えていま

んとは違って特別なので、子どもたちは昼食の時間をとても楽しみにしています。思

す。なのでその成長一つ一つにきちんと目を向けられる保育士になるというの

いっきりちょうちょを追いかけて遊んだ後は、とってもお腹が空くのだと思います。

が私の抱負です。ですが、そうなるには早く現場に慣れて余裕を持って行動で

お弁当のことを思い出し、
「おべんとうたべな！かえろう！」と、子どもから急かされ

きるようにならないと、そのような子どもたちの様々な成長に目を向けること

ます。
「しゃけのおにぎり入ってるかな？」と 3 人で話しながらお部屋に帰り、お弁当

ができないと思っています。まずは現場に一日でも早く慣れるというのが今の

箱を開けてみるとみんなの大好きなしゃけのおにぎりが入っていたので「やったー！」

私の課題でもあり目標でもあると思っています。
保育士

と大喜びでした。それから散歩の帰り道は、みんなで今日のお弁当は何が入ってるか

西村

なとウキウキ🍓ワクワク。そんな小さな幸せを感じながら、楽しく過ごしています。
これからは暑い夏が待っているので、水遊びや部屋での製作など、発達に応じた遊び
を考えて展開していきたいと思っています。
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保育士

仲
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親子支援事業

今年度も くるみ乳児院を よろしくお願い致します

「ほっこりひろば」の開催に向けて準

昨年度から始まった「ほっこりひろば」は 4 回の開催で、延べ 14 組の親子の方

2020 年 4 月から、子どもたちの養育における更なる充実をはかるために、こ

に参加していただきました。今年度もほっこりと楽しんでいただける計画を進めて

れまでくるみ乳児院では配置されていなかった、総主任、給食部主任を設ける

いましたが、新型コロナウイルスの関係で、6 月の開催は見送らせていただきまし

ことと致しました。新体制のくるみ乳児院を、今後も見守っていただけたらと

た。みなさまも様々な配慮とご苦労をされていると思います。
「ほっこりひろば」

思います。

の企画においても、当初予定していた昨年度のような密な交流はできませんが、7
月末日に向けて安全に考慮しながら、今できる取り組みを検討中です。

今年度から総主任の役割をさせて頂くこととなりました。開所から昨

今年度は 7 月、9 月、11 月、1 月に開催を予定しています。

年度までは、年長児保育の保育室専任や赤ちゃんユニットの主任として

今後の新型コロナウイルス感染症の状況、行政の指導により中止となることがあ

子ども達の養育に携わってきましたが、4 月からは事務所に席を置き、

りますがご了承ください。みなさまにお会いできる日を楽しみにしています。

支援部全体を見守り子どもたちや保護者の方を支援する役割となりまし

内容

手作りおもちゃ

場所・時間

くるみ乳児院

対象・料金

地域にお住いの

定員

親子３～５組

とっても安心安全な生活、季節に合った楽しい行事や保育での取り組み、

＊その都度の申し込みとなります。定員になり次第、締め切らせていただきます。

豊かな食事が定着してきたと感じます。そんな中、今年度より私自身も

リトミック

ホール

食事についてなど検討中

１１時～１２時（受付

0 歳～３歳未満までの親子

た。くるみ乳児院が開所し、ユニット化となり、職員は子どもたちの養

１０：４５）

育をしながら家事を行い、毎日が必死で日々試行錯誤しながら過ごして

料金…無料

いました。しかし、年々過ごす中で職員集団がまとまり、子どもたちに

新たに総主任としての役割を学びながら、くるみ乳児院として更なる飛
躍ができる一年になればと思います。
総主任

青山

これからも宜しくお願い致します。

『充実した毎日』
～1 年目を振り返って思うこと～

4 月より給食部の主任になりました。まだ経験が浅い中、主任として
の務めを果たせるのか不安はありますが、周りの職員の方々に助けても
らいながら頑張っているところです。
給食部は「安心・安全でおいしい食事」を基本としながら、子どもた

昨年 4 月に入職したときは、不安な気持ちでいっぱいでしたが、子どもたちの笑顔や先

ちが食べ物に興味を持ち、食べることを楽しめるような食事作りを大切

輩方のアドバイスとフォローで乗り切ることができました。この一年はとてもたくさんの

にしています。ミルクを飲んでいた赤ちゃんが初めて離乳食を口にし、

事を覚えて、実行していく日々でした。大変と感じることもありましたが、子どもたちの

日々成長していく過程に携わる中で、私たちの作る食事が子どもたちの

成長していく姿を、身近で感じられることが何よりもうれしく、充実した一年だったと感

身体を支えているのだと感じています。普段の生活の中で、大人が料理

じています。

する姿や、音や匂い、みんなで囲む食卓の楽しさを伝え、子どもたちに

今年度から２年目になるという事で、１年目の時には見えなかった気付きができる年に

とって食事の時間が楽しみになるよう職員全員で取り組んでいきたいと

していきたいと思います。まだまだ至らない点もあるかと思いますが、今後ともよろしく

主任

お願い申し上げます。
保育士

相宅
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亀田

思います。どうぞよろしくお願い致します。

