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くるみ乳児院だより

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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これからの行事予定

♦くるみ乳児院のめざすもの♦

４月

お花見

５月

端午の節句

６月

親子クッキング

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

“子どもの権利条約”に基づき、

ちでお預かりしています。利用年齢は２歳

すべての「子どもの最善の利益」

未満です。新型コロナウイルスの関係でお

が尊重されることを基本にしてい

預かりできないこともあります。詳細につ

ます。子どもたち一人ひとりの違

いてはお問い合わせください。

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。

就任のご挨拶

後援会からのお願い

『２０２１年度会員募集』

初めまして、地域の皆様にはくるみ乳児院への日頃よりのご理解、ご協力をいただきありがとうござ
います。4 月 1 日付けでくるみ乳児院に施設長として着任し、そのご挨拶を申し上げます。

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。当法人の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

前勤務先の高鷲学園は、児童養護施設で、幼児から 18 歳までの児童が在籍しています。ほとんどの
児童は虐待が理由です。就学前の乳幼児の相談件数は、全件数の過半数を占めており、大阪府は全国で
もワースト１となっています。大阪市はといえば、6500 件の相談件数のうち、2700 件が乳幼児分
です。この 20 年あまりをみても、増加の一途をたどり、過去最高の更新を続けています。現在、この
コロナ禍で、さらにその相談件数が増えています。そして、貧困や生きづらさもさらに増しています。

だ入会されていない方は、ぜひ入会していただきますよう、宜しくお願いいたします。

くるみ乳児院でも、同様に様々な諸事情の中で入所するこどもです。ここが、この先の出発点ともな

個人会員 １口 ３、０００円 ＊団体会員 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。

ります。そのためには、その最初を限りなく安心できる場所として、職員一同、その充実に努めたいと
思います。着任したばかりでわからないことも多くありますが、今後とも、地域の皆様はもとより、関
係する諸機関の皆様の変わらぬご支援、ご協力をお願いいたします。
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「こどもひとり一人が主役のいちごです」
親子支援事業 ほっこりひろば

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、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。いちごのメンバーになると、まずはいちごの部

「コロナ禍の中でも

屋を見学します。子どもそれぞれにマークがあり、ロッカーや手拭きタオル掛け、机を見てどこに自分
のマークが貼られてあるかを確認し、専任保育士が部屋の紹介をします。いちごがある日は担当職員が

できることを」

準備してくれたリュックを背負い、水筒を肩にかけて、まだかまだかと保育者が部屋にお迎えに来てく
れるのをキラキラとした目で楽しみに待っています。中には扉の窓からずっと保育者が来ないか廊下
を見ている子もいます。日常の生活の場とは違うお部屋で遊び、特別なお道具箱や月齢に合った玩具や

今年度のほっこりひろばは新型コロナウイルス感染拡大の影響で思うように開催できず、開

絵本があります。子ども達は制作すると分かると、すぐにロッカーに行きお道具箱を持ってきてくれま

催できたのは 10 月の一度のみとなりました。参加人数を昨年度の 5 組定員から 3 組定員と

す。季節に合わせた制作もおこない、お部屋に飾ると自分の作品を指さしして「〇〇つくったね」など、

規模を縮小し、感染対策にご協力を頂きながらの開催でしたが、小規模ならではのゆったりと

嬉しそうに見ています。いちごのお部屋に行って少人数でゆったりと過ごす時間は、子どもたちにとっ

した雰囲気でお話しができたり、お子さんたちは珍しいおもちゃに夢中で遊んだりと、ほっこ

て特別な経験と成長に繋がっているのではないかと思います。今年度も日々つながりのある保育を目

りとした時間を過ごせたのではないでしょうか。他にもほっこりひろばが開催できない分、な

指して、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。
保育士

にかできることはないかと参加して頂いたご家族に、お家で楽しめるようなあそびの提案やお

仲

手紙の配布をさせていただきました。今後新型コロナウイルスもまだどうなるか分からない状
況ですが、今年度は複数回の開催を予定しております。またご案内させていただきますので、
楽しみにお待ちいただければと思います。

ちゅうりっぷ球根植えたよ
保育士 鬼塚

のりを使っておひな
さまを作ったよ

なにいろ
さくかなー

春が待ち
遠しいね

大阪福祉事業財団くるみ乳児院として、里親支援機関 mikata（みかた）

屋上でシャボン玉

をスタートします。
mikata（みかた）では、こどものための制度である里親をたくさんの人に
知ってもらい、里親家庭での養育が円滑になされるよう、他機関と連携しこど
もと里親の支援を行っていきたいと思っています。事務所の場所は、当施設か
おっきいの

らは少し離れますが様々な情報発信は引き続きしていきたいと考えています。

つくれるかな？

詳しくは、当施設までお問合せください。

ぁ

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
里親支援機関 mikata
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1月

動物たちとのふれあいにみんな大興奮♪
2 月 25 日にくるみ乳児院に移動型の動物園がやってきました。ハムスター、うさぎ、モルモット、
コールダック、チャボが来てくれました。動物と触れ合い、エサやりをしました。動物を見た子どもた
ちの反応は様々でした。怖がる様子なく、動物に近づき、手を伸ばして触ろうとする子、手で掴もうと
鳥居も本格的です☆

する子もいました。動物を怖いと思う子が多く、泣いてしまったり、
「いや」と言って逃げる様子も見
られました。それでもみんな動物のことが気になる様子で、遠くから見つめたり、動物と触れ合ってい
る子を羨ましそうに見ている姿も見られました。ルームごとに 30 分間たっぷり時間があったので、
初めは近づくことが出来なかった子も、だんだんと慣れることができ、最後には動物に触り、一緒に写
真を撮ることもできて、とても嬉しそうな様子を見ることができました。動物の名前は知っていても、
実際に本物の動物に触れ合うことはなかったので、子どもたちにとって、とても貴重な良い経験にな
ったと思います。
保育士 金井

カランカラン♪
何をお願いをしようかな。

囲いの中に入って
興味津々に観察中。

おみくじも手作り！
大吉が当たったよ♪

2月

にんじんをハイ
どうぞ♪

怖くてみんな大号泣
でした。
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３月

春のつどい

マッサージ気持ちよかったね♡
たまごの中から
○○ちゃん出たよ♪

✿子どもたちと過ごした 1 年間の思い出とともに✿
3 月 14 日に毎年行っている春のつどいを開催しました。保護者の方にも来ていただき、みんなで子どもたち
の成長を喜び合う行事としていますが、昨年に続き、今年も新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた上で、密
すいかとオレンジと

にならないよう各ルーム 3 回に分けて行いました。

チョコレートケーキの穴

今年は計 5 組の保護者の方に参加していただきました。たんぽぽルームでは、はらぺこあおむしの衣装を着た

をくぐって

子どもたちと一緒に、自己紹介をしたりベビーマッサージをしてほっこりとした時間が流れていました。さくら

ムシャムシャムシャ・・・

ルーム、ももルームでは、
『はらぺこあおむし』を題材にした出し物を行いました。あおむしの衣装を着た子ども
たちが一人ひとり名前を呼ばれて卵から生まれてくる場面はとっても可愛く、保護者や職員は自然に顔がほころ
んでいました。
それぞれ最後に一年間の写真をまとめた映像を見てもらいました。子どもたちも静かに映像を見ながら、自分
の写真やお友達の写真を見つけると「あ！」と指差しして教えてくれる子どももいました。保護者の方には「感
謝しかないです」と感想を言ってくださった方もいて、春のつどいを開催できたことにほっとできた瞬間でした。
今年度は新型コロナウイルスもあり、お出かけなどの楽しい行事が少なかったのですが、こうして子どもたち

最後は羽をつけて

が元気にいてくれることがなにより嬉しいことです。これからも保護者の方々と共に子どもたちの成長を見守っ

ちょうちょになりま

ていけたらと思います。

した♪
保育士 渡邊
4
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大きくなった子どもたちへ
Ｉちゃんへ

M ちゃんへ

Ｉちゃんと初めて会ったのは生まれてすぐの赤ちゃんの時でした。指がとってもきれいだったのと、初めて写真をと

Ｍちゃんがくるみ乳児院に来たのは生後１ヵ月の時でした。少し小さく生まれたＭちゃんでしたがよくミルクを

った時に笑顔を見せてくれて可愛かったのを覚えています。とっても順調に成長し、1 年後にはつかまり立ちが出来

飲んで気持ちよさそうに寝ていました。離乳食が始まると「おいしい！」と言っているみたいにパクパクと上手

るようになりました。そんなＩちゃんは抱っこが大好きで、
「だっこして～」と泣いておしえてくれましたね。抱っこ

に食べていました。Ｍちゃんが 10 ヵ月のとき新しいパパとママに出会いました。初回面会ではとても緊張して

すると気持ちよさそうにスヤスヤ眠っていく姿がとっても愛おしかったです。お母さんと一緒にＩちゃんの“かわい

泣き出しそうになっていましたが、ママとパパと３人で写真を撮った時にＭちゃんがニコッと微笑みました。そ

い”をたくさんお話できてとっても嬉しかったです。新しい生活が始まっていますが、どうしているかな？また電話を

の姿を見てＭちゃんはこれから幸せになっていくのだと思うと感動しました。パパとママに出会ってからＭちゃ

してＩちゃんのかわいいお話を聞いてみようと思います。くるみ乳児院にも遊びに来てくれると嬉しいな。

んはとても表情豊かになり色々な要求をママに伝えようとしていました。これらたくさん甘えて毎日楽しく過ご

担当保育士

してほしいです。Ｍちゃんの担当職員になれてＭちゃんの生後１ヵ月から１歳までの大切な時期を見守ることが

山本

出来て良かったです。Ｍちゃんがいつも笑顔で幸せなことを願っています。
担当保育士

Ｓちゃんへ

相宅

Ｓちゃん元気にしていますか？乳児院では、よくお話してくれていたことを覚えています。お家でもたくさん楽しい
お話をしているのかな？Ｓちゃんと過ごす日々はとても楽しかったよ。いつもかわいい笑顔ででむかえてくれいたこ

K ちゃんへ

とを思い出します。これからも元気でいてくださいね。また、出会える日を楽しみに待っています。

Ｋちゃんがくるみ乳児院にやってきたのは 3 ヵ月の頃でした。私にとって初めて赤ちゃんの担当をしたのがＫちゃん

担当保育士

竹田

でした。K ちゃんが初めて寝返りをしたところを見た時にはとても感動しました。おおきくなった K ちゃんは初めて
の場所などをとても不安がるようになりました。K ちゃんと 2 人で天王寺動物園に遊びに行ったときには動物に大泣

Y くん、I くんへ

きしてずっと抱っこをしながら動物園を回りました。K ちゃんとの思い出はたくさんありますが新しいお家で元気に

Y くんは私を見つけると飛び跳ねて喜んでくれてとても嬉しかったです。優しい Y くんと一緒に過ごせた時間はとて

過ごしていることを願っています。

も楽しかったです。Y くんのペースで大きくなってね。

担当保育士

I くんはとても感情が豊かで活発でしたね。I くんの笑顔に何度も癒されました。最近はお兄ちゃんになってきて、とて

髙橋

も頼りになっています。甘えん坊で優しい、I くんと過ごせた時間はとても楽しかったです。I くんのペースで大きくな
I くん、Ｅちゃんへ

ってね。
担当保育士

私の担当していたＩくんとＥちゃんは生まれて数か月でくるみ乳児院に入所しました。私がくるみ乳児院に入職した

南

年に担当となったので、それぞれ約 3 年ほど一緒に過ごしました。昨年の退所の際は家族の元で新しい生活が送れる
A くんへ

のだと思うととても嬉しく、ＩくんとＥちゃんとそれぞれのご家族の幸せを願って笑顔で送り出しましたが、これだ

春の空気を感じると 4 月に措置変更をしたＡくんを思い出します。

け長い間一緒に過ごすと、寂しい気持ちもありました。今も時々電話をして二人の様子やご家族の様子を聞いたり、い

Ａくんは乳児院に生後間もない頃にやってきて、私にとって初めての担当児になりました。Ａくんは健やかに成

つも元気に話すＩくん、恥ずかしそうに話すＥちゃんの声を聞いて成長した姿を思い浮かべています。おともだちは

長し、私を見ると笑顔で走ってきたり、離れる時には名前を呼びながら大泣きしたり、様々な表情を見せてくれ

できたかな？どんな遊びが好きなのかな？また会えるのを楽しみにしています。

ました。私にとってとても愛おしい存在で、いつまでも大切な存在です。どうかこれからも健康で、辛いことに

担当保育士

渡邊

立ち向かえる強さを持って生きてほしいと願っています。いつまでもだいすきだよ。
担当保育士

鬼塚

Ｓくんへ

R くんへ

初めて出会ったのはＳくんが 1 歳 8 ヶ月のときで、私にとって初めての担当児でした。Ｓくんと一緒に過ごした 2 年

Ｒくんとは産まれたばかりの小さい赤ちゃんの時に初めて出会いました。お腹がすくと大きな声で泣いて、

間はたくさんの思い出があります。2 人で大きな公園に遊びに行ったこと、ひらパーのプールですべり台が気に入っ

ミルクを飲み終わるといつも満足そうにしていました。大きくなってからもご飯が大好きでいつもおかわり

て何度もすべったこと、
「Ｓくんのおおかわさん！」と言って抱き着きにきてくれたこと、どれも大切な思い出です。

をしてたくさん食べていました。お話をするのが好きで関西弁でいつも楽しいお話を聞かせてくれました。

素直で思いやりのあるＳくんがこれからも元気にすごせることを願っています。大きくなったＳくんに会えるのが楽

みんなから可愛がられてすくすくと大きくなりました。新しいお家でもＲくんらしくおおきくなってくださ

しみです。また会おうね。

い。また会える日を楽しみしています
担当保育士

堀
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退職者からの言葉
「 大きな節目に」立ち会わせていただき「ありがとう」
くるみ乳児院が２０１７年７月１日に開所し４年が過ぎました。歴史のあるすみれ乳児院から、職員と
１８名の子どもたちと、法人の用意したバスに乗って、真新しい施設に引っ越ししたのが、昨日のように思

「乳児院と私」

い出されます。子どもと保護者の権利を守り、気持ちに寄り添う支援を。子どもと保護者の困りごとの代弁

私は、旧すみれ乳児院からくるみ乳児院に引っ越しをする年に就職しました。まだ、

者として役割を果たす。その理念を胸に、不安と期待を胸に、すみれ乳児院職員たち、子どもたちに「バイ

仕事を覚えている最中の何もわからない時に、引っ越しだったので不安に感じること

バイ」
「元気でね」と周辺の施設の見送りを受けて、心細さと頑張らなくてはと決意が交差しました。

もたくさんありました。しかし、毎日かわいい子どもたちの笑顔を見ることでとても

どの職員も、どの部署も、施設長着任もみな「全員が１年生、だからこそ、迷いながらもみなの力を合わ

癒されました。

せて頑張っていこう」と不安な気持ちを払拭するかのように取り組んできました。

特に、担当児を持ち、その子どもにとっての必要な支援を考えて実

私事ですが、１９８１年１月より正規職員になり、非常勤時期も含め３９年間、法人職員として、乳児院

践し、成長する姿を見られた時がとても嬉しかったです。また、憲章委員会では、子ど

職員として関わらせていただきました。その間、職員配置基準が長年改善されませんでしたが、乳児院の機

もたちにより良い支援をするためにはどのような関わりが必要か考えました。会議で

能や養育の求められることは変化し、担当職員と児との愛着形成の保障には、縦割り保育の実践、愛着形成

何度も話し合い、試行錯誤しながらも、一丸となって養育をすることの大切さを学び

の学習等取り組み、担当職員との愛着形成を模索した期間でした。

ました。

さらにこの数年、家庭的養育の推進が大きく方向付けられる中、法人事業の発展と、耐震問題から、すみ

私は、くるみ乳児院に就職したことをとても誇りに思っています。素敵な子どもた

れ乳児院は分割新築移転をすることになり、くるみ乳児院が誕生しました。小規模グループケアを行うこと

ちや、職員、保護者の皆様、地域の方々に出会えて幸せでした。また、パワーアップし

で、こども６人が生活する部屋にトイレ、お風呂、台所があり、家庭的養育の実践をする形ができ上り、開

た姿で皆様にお会いできるように頑張っていきます。今までありがとうございました。
保育士 藤井

所から、職員一丸となって、衣食住の生活環境を作り上げてきました。個別化の推進。ルームでの朝食メニ
ューの充実。その子に合った支援内容の充実を振り返り、職員の「チームくるみ」をたくましく感じました。
微力の私は、新しい生活の中で、子どもの命が第一番と肩に力が入りすぎた１年目。親と子の行事が楽しめ
た２年目。関係機関の方々と顔見知りになり、くるみ乳児院の実践を知っていただくことに、職員とともに
喜べた３年目。新型コロナウイルス感染で緊張の中、職員とともに乗り切れた４年目。その中心には子ども
の笑顔と、親御さんの笑顔があって、くるみ乳児院の歴史は少しずつ積み重ねられてきました。元気に育つ
こどもに感謝。その子に寄り添う親御さんと職員に感謝を胸に３月末このくるみ乳児院を退職させていた
だきます。
定員１８人の小さな施設を支えてくださる関係機関のみな様。地域のみなさまに、あらためましてありが
とうございました。そして今後も、元気に過ごすチームくるみ乳児院をどうぞよろしくお願いいたします。

前施設長

平瀬 まり子
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