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くるみ乳児院だより
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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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今年の夏は、新型コロナウイルス感染症の影響や降り続いた大雨の影響で被害を受けた地域

ともあります。詳細につい

もあり、被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

てはお問い合わせくださ

いつもの夏が一変してしまった今夏、政府は「ＧＯＴＯキャンペーン」と宣伝をしています

い。

が、周りを見ても旅行は躊躇するような状況でした。
くるみ乳児院の子どもたちも、いつもであれば公共交通機関を使ってプールに出かけるなど、
夏らしい遊びの計画を立てるところですが、今年は院内の屋上のプール遊びを楽しんでいまし

後援会からのお願い

た。

『２０２０年度会員募集』

昨年度より、地域のお母さんと 3 歳までのお子さんがいる方を対象に「ほっこりひろば」と
いう名前で地域の子育て支援を行ってきました。今年度も 7 月に開催予定でしたが、新型コロ

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

ナウイルス感染者が増加傾向にあり中止しました。9 月には開催できないだろうかと、担当者

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

間で検討しましたが、コロナ禍の中地域の方が集まることは互いにリスクがあるのではという

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、

意見がでました。そのため中止の方向で考えていましたが、この様な状況だからこそ地域の中

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

で、少しでも子どもと保護者がほっこりできる場所が必要なのではないかと開催を決定しまし

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

た。担当する職員は、以前からどのような企画をすれば楽しんでもらえるだろうと準備をして

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

いるので、新型コロナウイルスの感染予防対策をしっかりと行い、10 月に来てもらえるように

自己資金の割合も大きくなっています。

と思っています。

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。

ほんのひと時ですが、
「ほっこりひろば」に参加された親子が、子育てのことを話せる場とな

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

り、笑顔になって帰っていただけるよう、地域の皆様の頼れる存在になりたいと思っています。

１０、０００円

（２ページの「ほっこりひろば」開催についても、合わせてご覧ください。）

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。

副施設長 川守田
1

２０２０年１０月 1 日発行

親子支援事業 「ほっこりひろば」 開催について
少しでも、親子でほっとできるひと時を
7 月開催に向け 3 密を避け人数も縮小し準備を進めていましたが、再度新型コロナウイルスの

新型コロナウイルスの感染予防

感染拡大により、7 月の取り組みは急遽中止となりました事をお詫びいたします。なお今後も今だ
からできる事を模索しながら、10 月末の開催に向け準備を進めています。当初お知らせした開催

～くるみ乳児院内の対応～

日と異なりますが、新型コロナウイルスの状況と安全に考慮しながら開催できたらと思います。地
域の皆様には詳細が決まり次第お知らせいたします。
＊なお新型コロナウイルスの感染状況、行政指導により再度、変更になる

随分長い間、新型コロナウイルスの感染予防をしているような気がしますが、

ことがありますことをご了承願います。

まだ半年ほどなのだと改めて思い、一体いつまで続くのだろうと先が見えない不
安を感じています。そう思いながらも、今は「自分にできること」を精一杯してい
きたいと思っています。
乳児院では「うつらない・うつさない」ように、ふだん私たちは以下の点に気を
つけています。

☆手洗い・消毒
出勤した時やユニットに入る前など、こまめな手洗い・消毒を行う

内容

検討中

場所 時間

くるみ乳児院 ホール

対象 料金

地域にお住いの０～3 歳未満

定員

親子 3 組

料金：無料

その都度お申込みとなります。定員になり次第、締め切らせていただきます。

ようにしています。ハンドソープを使い、指先、指の間、手首まで

申し込み・問い合わせはくるみ乳児院まで！

しっかり洗います。

☆検温および体調チェック

２０２０年度の福祉まつりについて

出勤前の検温および体調チェックのほかに、昼休みに入る前にも検温
を行っています。

今年は例年通りであれば「第 44 回福祉まつり」を行う予定でしたが、新型コロナウイ

☆行動観察

ルスの感染拡大予防のため中止となりました。

外出の際はマスクを着用し、人混みをさけるようにしています。

福祉まつりの原点は、1974 年の第一回総合運動会で「福祉の未来を切り開く」をテー

また、万が一発熱があった場合など、少なくとも２週間前までの

マにすみれ小学校で行われました。この総合運動会は第 3 回まで続き、1977 年には「福

行動が明確に言えるようにしています。

祉の未来を切り開く」をテーマに第 1 回福祉まつりが菫中学校で開催されました。
このような長い歴史や背景を踏まえ、福祉まつり事務局では今年度は「2020 年度福祉

来訪者の方々には、体調伺いと検温のご協力をお願いしています。
今後も職員一人ひとり充分に気をつけて生活していきたいと思います。

まつり」として、紙面でこれまでの福祉まつりや城東・鶴見ブロックにある各施設のこと

皆さま方も、くれぐれもご自愛ください。

を知ってもらえるようにしようと考えています。
福祉まつり事務局 浅野

広報 中谷

来年度は、地域のみなさまと賑やかに楽しめる福祉まつりが
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開催できることを願っています

～保護者のみなさまの支えに～
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すみれこどもケアルームってどんなとこ？

「つながり」のある保育へ
～保育室「いちご」での１コマ～

お気軽に
ご相談ください！

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。
これからお外で

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

いっぱいあそぼうね！

を取り、早急に的確な対応が出来るように努めています。そして、保護者からお預かりした
子どもの生命を、何事もなく無事に保護者の元にお返しすることを最大の目的としていま

ちいさい秋

す。子どもたちは体調が良くない上に、慣れない場所やいつもと違う保育士・看護師の中で

み～つけた♪

緊張し不安になります。そんな子どもたちの不安を受け止め、家庭で過ごしている時と同じ
ように居心地よく過ごせるよう、気を配り関わっています。
いちごでは、毎月制作をしています。子ども達の様子を見ながら何を作るか決めています。

利用されている保護者の中には「ケアルームの存在は私(働く親)の心の支えです！」や「子

今月はぶどうの制作をしました。果物があまり好きではない A くんでしたが、甘いマスカット

どもがまたケアルームに行きたいと言うんです」と言ってくださる方もいて、職員一同励み

がお昼ご飯の時に出てきて、一口食べると「おいしい。もっとちょうだい！」と言って沢山食べ

になっています。

てくれました。B ちゃんは果物大好きで、毎回沢山食べてくれます。次の日に朝の会でぶどうの

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一人がその必要性

制作をすることを伝えました。絵本でもぶどうが載っているものを見てイメージし、ポンポンス

を理解し、子どもたちへの関わりや保護者とのつながりを大切にしていくと共に、より質の

タンプを使ってぶどうづくりをしました。子どもは「ぶどう！」と言いながらスタンプを楽しみ、

高い病児保育を目指して行きたいと思います。

その子ども達が作ってくれたものに枝や葉っぱを目の前で貼り、りっぱなぶどうが完成！「じょ
うずにできたよ」といって、子どもたちも喜んでいました。

対象年齢

おおむね 6 か月～12 歳（小６）

利用時間

月曜日～金曜日（8：00～17：30）
、土曜日（8：00～13：00）

3 歳未満という月齢で、目的をもって取り組むというのは難しいことですが、目的をもって取
り組むことで達成感が味わえ、喜びも大きくなります。少しでもその手助けが出来る保育をして

※今年は新型コロナウイルス感染症対策の影響で、ケアルーム利用の条件が変わっていま
す。まずはお気軽にご連絡ください。

いきたいと思っています。

看護師 山下

これから段々と涼しくなり、散歩にも行きやすくなってきます。夏は暑い日が続き室内で遊ぶ
ことが多かったのですが、これからは戸外でしっかりと身体を動かしつつ、子ども達が大好きな
どんぐり拾いなど楽しいことを取り入れていきたいと思っています。
保育士 仲
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今だからこそできる！
～楽しい夏の思い出～

～ねがいごとが叶いますように～
7 月 7 日七夕の日に『七夕まつり』を行いました。今年は新型コロナウイルスの影響もあ
り、地域の方を招待できず残念でした。しかし、おまつりの前には、一人ひとりの願い事を
かいた短冊やみんなが作った飾りを大きな笹に付けました。子どもたちの願いはもちろんの
こと、保護者の皆様や、職員も短冊に願いを込めました。
3 階ホールでの取り組みとなりましたが、天の川カーテンやちょうちん、大きな笹と、いつ

めんそ～れ♪

ものホールとは違う七夕らしい雰囲気をつくりました。子どもたちは少し戸惑っている子も
いれば、ワクワクしている子と様々でした。天の川カーテンから「ばぁ」と顔をのぞかせた

まいどー！

り、ヨーヨーつりでは取れたよーと元気よくそばにいる職員にカラフルなヨーヨーを見せて

ありがとうございまーす！！

沖縄ごっこ

夏はやっぱりプール！

くれたり、タライの中の水が気になり手をつけてみたりと、楽しく遊びました。お星さまの
シールを貼るコーナーでは、自由にシール貼りができるように、大きな画用紙を壁に用意し
ました。みんな夢中でお星さまのシールを貼っていました。顔や手に貼ってみる子、職員に
「どうぞ」とシールを分けてくれる子もいました。甚平姿もとてもかわいく、子どもたちの
普段とはちがった様子を見ることができました。
七夕まつりが終わった後も、お面やヨーヨー、みんなで貼ったお星さまをお部屋に飾り、
きいろい

楽しかったねと話しました。

スイカだ！

七夕まつり係 山本

夏になると、毎年恒例の『夏のお出かけ』として公共のプールへ遊びに行きます。今年はお出
かけも、夏祭り等の行事もなくなりいつもの楽しみが叶いませんでした。そんな中、屋上では寄

ひこぼしに変身！

付で頂いた新しいプールで、毎日のように遊ぶことができました。また、くるみ乳児院内ででき

かっこいいでしょ？

る楽しい取り組みを考えました。
『沖縄旅行ごっこ』
『屋台ごっこ』
『配達ごっこ』
『金魚すくいご

ひらひらカーテン

っこ』
、寄付で頂いたすいかで『スイカわり』など、さまざまな取り組みを行いました。

楽しいなあ！

『配達ごっこ』では、職員力作の黒い大きなリュックを背負い、食事を運んでくると、きょと
んとした表情で見ている子、「すごいね～」と何だか分からないけど楽しい雰囲気が伝わって目
を輝かせて見ている子と、それぞれの反応がとても微笑ましかったです。
『沖縄旅行ごっこ』や
『屋台ごっこ』では、給食部の職員が腕によりをかけて沖縄料理や屋台ご飯を作ってくれまし
た。初めて食べるゴーヤチャンプルー、スパムおにぎりにワクワクしながらも、食べにくそうに
職員の手が

している子どももいましたが、新鮮な体験ができたのではないかと思います。

キラキラになりました☆

BGM をかけて、壁に装飾をして、子どもたちはもちろん職員も一緒に楽しい笑い声がたくさ
ん響いていました。今年は違ったかたちで楽しい夏の思い出ができました。
保育士 渡邊
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