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「いのち」を繋ぎ、育ちを繋げる
昨年度、乳児院は秋ごろから満床状態で、兄弟を受け入れた時は、定員を上
回る５１名となった時もありました。そんな入所状況の中でも妊娠中に検診に
行けないまま病院で飛び込み出産された赤ちゃんの入所が目立ちました。赤ち
ゃんは病院でケアされ、体重が３０００ｇになると入所してきます。病院から
引き継いだ「いのち」は乳児院というお家で育っていきます。
担当職員との愛着関係の中で、どんな自分でも受け入れてくれる、自分は大
切にされる存在なんだと感じて育つよう職員は日々努力しています。
この春も、今まで生活を共にした友だちや担当職員から離れ、家庭に戻って
いく子、児童養護施設に措置変更していく子がたくさんいました。子どもたち
は新しい場所で、大切に育てられたという体感を土台に、大人を信じてありの
ままの自分をぶつけていきます。
職員は、新しい場所でも子どもたちが「大切にされる存在」になることを信
じて、また、その子の今までと今後の人生が繋がるよう、乳児院での育ちを書
いた冊子と、思い出の写真でいっぱいのアルバムを持たせ、出発を見守りまし
た。泣いたり、甘えたり、笑ったりした姿を思い出し、
「元気でね」
「遊びにお
いでね」「バイバイ」と、子どもと大人の声が交差する中、心の支えの大人と
手をつなぎ、あるいは親に抱っこされ次の人生を踏み出していきます。
子どもたちの人生が信頼する大人に支えられ、ひとり一人が人生の主人公に
なれるよう、これからも他機関と協働していこうと考えています。
今年度も、皆様のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。
すみれ乳児院総主任 平瀬 まり子
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すみれ乳児院だより

春のつどい
3 月 23 日春が感じられる暖かな日、行事：春のつどいを行いました。この 4 月から家族のもとへ帰る子、
新しい生活の場所へと巣立っていく子、乳児院に残る子と様々ですが、この 1 年間を一緒に生活してきたお
友達や職員、そしてご家族とともに子どもたちの成長を喜び合うことができました。

たんぽぽクラス
お花畑をイメージした壁面を背景にして、たんぽぽクラスの“春のつどい”を行いました。２家族の４
人の保護者・ご家族の方が来られ、特に月齢の高い子どもたち、いつもと違う雰囲気を感じて緊張ぎみの
固い表情でのスタートとなりました。しかしわらべ歌を使ってのふれあい遊びが始まると、すこしずつい
つもの笑顔が戻り、
「あたま・かた・ひざポン」
「一本橋コチョコチョ」
「お弁当箱のうた」と曲が進むにつ
れて、ニコニコ“きゃっきゃ”と、とても楽しそうでした。
4 月からは保育所へ行く子、乳児院に残る子どもたちもＡグループ、Ｂグループ、
そしてもう少したんぽぽクラスで過ごす子とバラバラになります。そのため最後に
「思い出のアルバム」を歌いました。
次にトンネルくぐりをしました。練習時にトンネルを見ただけで大泣きしていた
子も本番ではトンネルをくぐることができました。トンネルから出てきたところの
写真を撮り、春のつどいの思い出を残すことができました。
これからも子どもたちの成長を、ご家族の方や職員みんなで見守っていきたいと
思います。

たんぽぽクラス：南

紗希子

Ａグループ：ひまわり・すずらんクラス
一年の締めくくりと、子どもたちの成長を喜び合い、そして新たな出発（旅立ち）を祝う会としてこの行事
に取り組んでいます。取り組みに向けて子どもたちの好きなもの、日常の遊びの中で一番お気に入りのものを
選んでみんなに披露できればと練習をしてきました。
ひまわりクラスは、花の冠を付け、名前を呼ばれると「は～い」と返事したり、
「ちゅうりっぷ」
「あたま・
かた・ひざポン」を歌い、大好きな「だるまさんが」の絵本を読んでもらいました。
「ちゅうりっぷ」の歌は、
もう一度聞きたいとアンコールもありました。
すずらんクラスは、ひとりひとりお気に入りの絵のついた太鼓を用意して
もらい、太鼓の演奏。初めに「や一！」の掛け声で威勢をつけ、「おおきな
たいこ」「かえるの歌」のリズムに合わせて元気に太鼓を叩いていました。
終わった後もバチを打ち鳴らし、達成感に満ちた表情の子どもたちでした。
あまりにカッコよく、凛々しかったので「おもちゃのチャチャチャ」をリク
エスト！しっかり応えてくれました。
5 家族の方が参加、朝早くからご準備いただきありがとうございました。
たくさんの方の前で緊張や戸惑いから、うまくいかないこともあるかもしれ
ないと心配していましたが、そんな思いも吹き飛ぶぐらい、子どもたちは笑
顔の花を満開に咲かせて心なごむ会になりました。
Ａグループ：菅野
２

由美子

Ｂグループ：ちゅうりっぷ・こすもすクラス
子どもたちがお絵かきした花と、笑顔の子どもたちを壁面に飾りました。たくさんの人が集まり、賑やか
な雰囲気の中、春のつどいが始まりました。
こすもすの子どもたちはリズム遊びを披露しました。最初は緊張していた子どもたちでしたが、途中より
「とんぼ」「おうま」「うさぎ」「めだか」などの歌に合わせて、元気にリズム遊びを楽しむことができまし
た。名前の紹介では、可愛い声で元気にお名前を言えた子や好きな食べ物を「アンパンマン」と答えてくれ
た子がいました。恥ずかしくて、職員の胸に隠れる子もいました。
ちゅうりっぷの子どもたちは「鬼のパンツ」と「わぁお！」
を披露しました。リズムに合わせて体を揺らしたり、手
を振る可愛い姿が見られました。最後には「おおさかう
まいもん のうた」の手遊びをみんなでしました。
元気にみんなで参加でき、1 年間の成長を喜び合う
ことができました。これからもスクスクと自分らしく
大きくなってほしいなと思っています。
B グループ：後藤華奈

すみれ乳児院保護者会・ＯＢすみれ会

合同行事 ①

新年会

2014 年 1 月 18 日（土）に毎年恒例行事である保護者会・ＯＢすみれ会合同新年会を行いました。
今年は残念ながら現保護者の方の参加はありませんでしたが、ＯＢすみれ会より 6 世帯もの家族が参加して
くださり、久し振りに元気な顔を見ることができました。ＯＢすみれ会会長による乾杯の挨拶からはじまり、
食事をしながら和やかに歓談を楽しみました。恒例のビンゴゲームでは「ふたつもリーチになった！！」
「ビ
ンゴ～！やった～」と大きな声で喜ぶ子どもたち。大人も負けじと「ビンゴ～！！」と童心に返ったようにゲ
ームを楽しんでいました。職員もたくさん参加してくれ、
懐かしい思い出話に花が咲いたりと、とても賑やかな新
年会でした。
６月のふれあいバザーからはじまり、納涼交流会、子
育て懇談会など一年を通して、保護者会の行事はとって
も盛りだくさんです。様々な行事を通して保護者の皆さ
んやＯＢ会の皆さんと楽しく交流を出来るようにこれか
らも取り組んでいきたいと思います。
西野知津子
保護者会担当：西野

知津子
３

乳児院で育った子どもたちもこの春に
乳児院を巣立ち、新たな場所での生活が

巣立つ子どもたちへ

始まる子どもたちがいます。
お家に帰る子、児童養護施設等のお兄

ちゃんお姉
ちゃんお姉ちゃんの施設に行く子、里親さんとの出会いがあった子…。そんな子どもたちへ、共に時間を過
ごしてきた職員からメッセージを贈ります。
「はぁ～ちゃんへ、こうちゃんへ」
赤ちゃんだった２人が、すくすく大きくなり、今では本当にお姉ちゃんお兄ちゃんになりましたね。歩いた
り、お喋りをしたり、出来ることも少しずつ増え、その成長が何よりも嬉しくて、感動の連続でした。私が部
屋に入ると、
「おおせさーん」と走って駆け寄ってきてくれる姿に何度救われたか知れません。泣いた顔も、笑
った顔も、怒った顔も全部全部可愛くて愛しくて…。あなたたちの存在に癒され元気をもらっていたのは私だ
けではありません。周りのみんながあなたたちの事が可愛くて大好きです。それは、これからも変わることは
ありません。
そして、今までもらったたくさんの愛情を持ってまた新しい場所でも笑顔で過ごせると信じています。自分
と周りのみんなを信じて、これからもあなたたちらしく、一歩ずつ進んでください。これからが笑顔の絶えな
い日々でありますように…。本当にありがとう。

B グループ：大瀬

～巣立ちゆく

～里親さんのところへ行く N ちゃんへ～

明李

あなたへ～

出会いは、生後１０ヵ月の頃。
「こんにちは、よろしく

一年とは、なんと早いものでしょう。たくましく

ネ」と言うと、手足をバタバタさせて微笑んでくれ、こ

元気いっぱいに成長したあなたたちを、眩しさと喜

れから始まる N ちゃんとの生活に、ワクワクした事を覚

び、そしてほんの少しの寂しさと共に送り出す季節

えています。

がやってきました。

洗濯や食事の準備をしていると、ハイハイで一生懸命

生まれて間もない、小さくてやわらかくて、抱っ

ついて来て、いつの間にか私の足元にちょこんと座って

こするととっても温かい赤ちゃんでした。“ミルク

いましたね。きっと不安だったね。そんな N ちゃんがと

はしっかり飲めるかな？”“そろそろ首がすわるか

っても愛しく抱きしめた日が、昨日のことのようです。

な？”日々変化する表情に一喜一憂でした。

初めてひとり立ちをして喜ぶ大人の声に、自信に満ち

細い腕に何回の予防接種をしたでしょう。初めて

た姿で何度も挑戦してくれた日。初めて歩いてお散歩に

の高熱に心配し、発疹が出て一安心。時には入院治

行った日。初めて言葉が出た日。初めて私の名前を呼ん

療となり、痛々しい点滴。それでも、食欲旺盛でか

でくれた日など、たくさんの思い出、感動を貰いました。

わいいすみれの赤ちゃんは、いつも病院スタッフの

今ではお手伝いや小さい子のお世話をしてくれたり、

人気者でした。

思わず笑ってしまうほどのお喋りもできる、優しい女の

「要求を実現するために努力する子」をしっかり

子に成長しました。でもまだ私の後をついてまわり、抱

と地で行くあなたたち。お友だちとのトラブルもあ

っこが大好き！お互いに大切な存在になって過ごした楽

ったけれど、
「ちょうだいね～」
「か～わって～」も

しい日々。いっぱい甘えてくれてありがとう！

可愛く言えるようになりました。大人顔負けの会話

これから新しい生活の場に行く、期待と不安。でもま

も、どこで覚えたのか誰かに似た口調？あなたたち

た、N ちゃんを愛してくれる大切な人と出会い、その笑

の笑顔に支えられ、元気にまた明日～と言える毎日

顔でみんなを幸せに、そしてあなた自身も幸せになって

でした。
みんなの未来に希望と幸せあれ！

くれる事をずっと願っています。
くるみ Fam. 浜田

医務：下川

容子
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初美

～ I くんへのメッセージ～
あなたに出逢ったのは、暑い夏の日のこと。ふっくらとした頬に、笑うとえくぼがでる、笑顔の可愛
い男の子でした。いつ目が合っても、微笑んでくれるあなたにとても癒されました。泣く姿をあまり見
ることがない程の、にこにこ笑顔は、とっても可愛くて、周りにいるみんなも笑顔になりました。
そんなあなたも抱っこを求めて泣けるようになり、駄々をこねるようになり…すこしずつ自己主張が
出来るようになりましたね。最近では何を言っても「イヤイヤ」と言い、お話もどんどん上手になり、
あなたとの会話がとても楽しくなってきました。お歌もとっても上手で、歌詞も音程もばっちり！上手
な歌声を披露してくれ、いつも周りを楽しい雰囲気にしてくれたね。あなたとの思い出がたくさんあっ
て、思い出すと自然と笑顔になってしまいます。
あなたに出逢って、２回目の春を迎えようとしています。この春、
乳児院を旅立つあなたを見送るのはとても寂しいですが、大好きなあ
なたが大きくたくましく成長していく姿を、側で見守る事ができた時
間は、私の宝物になりました。
「わださーん」といつも側にいてくれ
て、たくさん甘えて、私の事を好きになってくれて、ありがとう。思
い出をいっぱい詰め込んで、新しいお家に行く準備をしようね！そし
て、いつかまた、大きく成長したあなたが、乳児院に遊びに来てくれ
る日を楽しみに待っています。

B グループ：和田佳子

「ありがとう

まなちゃん」

まなちゃん、あなたと出会ったのはまだ生まれて間もない日でしたね。初めて抱き上げた日のことを今で
も良く覚えていますよ。僕の両方の手のひらの中に少し余るくらいのとても小さくて可愛い女の子でした。
両手のこぶしを握りしめて元気よく泣いていましたね。きっと何か大切なものを握りしめて生まれてきたの
ですね。
赤ちゃんのときはミルクもあまり好きじゃなくて、どうやったらミルクをしっかり飲んでくれるか悩みま
した。でもすくすくと育ってくれましたね。無理せずにミルクは飲みたい時に飲みたいだけ飲んだらいいん
だよって僕に教えてくれました。
そしていつもじっと僕の顔を眺めていましたね。真っ直ぐな目で見つめられると、僕は心の中を見透かさ
れているような感じがして恥ずかしくなりました。まなちゃんの何十倍も生きているのに、あなたの何百分
の一も素直になれない自分の心が洗い流されていくように感じました。あなたの純粋な心。あなたの純粋な
笑顔。きっと誰もが優しくなれる幸せな気持ちを運んできてくれたのですね。
いろんな場面を思い出します。何度もスプーンを投げていた春。食事中に椅子に座らずにずっとくるくる
と回っていた暑い夏。気にいらないとすぐにひっくり返って怒っていた冬の日。初めて両足で立った日。初
めて１歩踏み出した日。初めて話してくれた言葉。もう遠い昔の日のような気がします。いつもみんなで全
部あなたを受け止めてきましたよ。いつもみんなでまなちゃんをいっぱい愛してきましたよ。
そのまなちゃんも、もう保育園に行く年齢になったのですね。これからも楽しいことがいっぱい待ってい
ます。いつまでもその笑顔を忘れずに元気で頑張ってくださいね。その優しい心をみんなに分けてあげてく
ださいね。まなちゃん、素敵な出会いをありがとう。いつも遠くから応援しています。
A グループ：田上

新たな場所へ行っても、子どもたち一人一人の笑顔が、ますます輝くことを願っています。
たくさんの思い出をありがとう！！
５

裕康

乳児院と私

2013 年度末、5 名が退職しました。
様々な関わりでのご支援、ありがとうございました。

地域でのサークル活動を通して社会福祉の仕事がしたいと思うようになり、すみれ乳児院に就職して 32 年
が経ちました。
20 年以上も前になりますが、乳児院の現状を国に訴える為に朝の様子をビデオに撮ってもらった時の事で
す。当時は夜勤明けの職員一人で 16 名の子ども（1 歳児クラス）の排泄介助、着替え、朝食と全てを行って
いたので目の回るような忙しさでしたが、ビデオ撮影を終えた後で、
「上手く撮れましたか？」と尋ねると、
「自
分の子と同じ年頃の子が、駄々もこねずに着替えをして、おとなしく座って食べている姿を見ると涙が出てき
て、上手く撮れませんでした。」と言われた言葉に大きな衝撃を受けた事を今でも思い出します。
今では、駄々をこねて甘える姿が当たり前になり、私もしっかり自己主張する担当児に振り回されたり、笑
いあったり、
「大好き！」と言われて涙が溢れそうになったりと、子ども
たちに寄り添う中で、自分の人生も豊かに過ごせた事を幸せに思います。
間近に迫った施設建て替えに向けては、職員ＯＢとして微力ながら協
力していきたいと思います。子どもたちの笑顔と職員の優しさに支えら
れて、32 年間働き続けられた事に心から感謝しています。
ありがとうございました。

高部 千秋

36 年間、たくさんの方々に支えられて仕事をすることができました。
学校卒業後東京で就職したのですが、大阪支店転勤をチャンスに、小学校 6 年生の時の夢を果たそうと保育士
資格取得をめざし、昼間会社で働き、夜は専門学校に通いました。すみれ病院の角に「職員募集」の看板を見
つけ、すみれ乳児院に就職しましたが、乳児院に籍を置きながら職員共済会の仕事をしたのがスタートとなり
ました。福祉の職場に働きがいや喜びを感じることが大切と、共済会の仕事に従事した 29 年間は、毎日が
試練であり、取り組みは感動の連続でした。
2007 年から本来のすみれ乳児院に戻り、庶務を中心の仕事になりま
した。毎日かわいい子どもたちの笑顔につつまれ、仕事の厳しさを喜び
に変えて 7 年間勤務することができました。たくさんのボランティアさ
んにも支えていただきました。感謝の日々です。
これからも、子どもたちの幸せを願い、歩んでいきたいと思います。
福田

すみれ乳児院の給食室で調理員として働いて２年弱がたちました。その
間、たくさんの人にお世話になりました。本当にありがとうございました。
毎日の仕事の中で、自分の作ったご飯やおやつを美味しそうに子どもた
ちが食べている姿が励みとなり、この子たちのために頑張ろうという気持
ちにいつもなりました。４月から、臨時職員として気持ちを新たにがんば
ろうと思います。よろしくお願いします。

高橋 幸恵

６

恵子

今でも初めて乳児院に来たときのことを覚えています。右も左も分からなかったわたしに一から丁寧に指導
してくださった先輩保育士、働き始めてしばらくして、初めて子どもに「まつばらさん」と呼んでもらえた感
動を今でも覚えています。
すみれ乳児院は家庭に代わる子どものお家なので担当保育士と子どもとの関係がすごく強く、そして温かい
ところです。保育所や幼稚園では見られない子どもの素の表情が見られ
る所がすごく好きで、ここで働きたいと思って早数年。保護者の方にも
叱咤激励されながらなんとかここまでやってこられたと思っています。
この春から児童養護施設「高鷲学園」に異動することになりました。
乳児院で経験して学んだことを糧に引き続き頑張りたいと思います。
松原 千慧子

わたしと乳児院の出会いは 10 数年前の師走。病休代替で声がかかったのが始まりでした。
施設の知識もほとんどないままでしたが、子どもたちの笑顔と職員のやさしさに触れ、毎日楽しく過ごさせ
てもらい、感謝の気持ちでいっぱいです。
「おはよう」と声かけすると、満面の笑みでハイハイや小走りをしな
がら駆け寄って来てくれます。
ベッドですやすや眠っていた子が、寝返り、ハイハイ、つかまり立
ち、歩行と 1 年の成長は目を見張るものがあり、成長を共に喜び合え
たことは幸福で、充実した日々でした。
厳しい社会情勢ですが、子どもたちが大切にされ、笑顔の輝く日々
が送れるよう願っています。

すみれ乳児院保護者会・ＯＢすみれ会

合同行事 ②

三島

セキ子

もちつき大会

２月はじめ、みぞれまじりの雨でとても寒い日でしたが、OB 会のみなさんは餅つきのベテランぞろい
で、
「はいっ、はいっ」と掛け声もテンポよく、たくさん用意していたもち米はどんどんお餅に変身して
いきました。餅つきを始めて見る子も多い中、
「自分もつく！」と参加する子、びっくりした表情で見て
いる子、中には迫力のあまり泣いてしまう子も。保護者の方や職員も「初めての餅つき」に参加、子ど
もも大人も一緒に餅つきを楽しみました。
つきたてほかほかのお餅に子どもたちは大喜び。ぜんざ
いやあべかわ餅、あんころ餅に大根おろし、お雑煮と、小
さな子どもの口にも合うように、小さく小さく作ったお餅
を、みんな美味しそうに食べていました。よほど印象的だ
ったのか、後日、子どもが白いおにぎりを見て「おもち！」
と言うところに遭遇しました。来年の餅つきが今から楽し
みになった瞬間でした。

保護者会担当：丹羽
７

夏子

お願い
お願い
すみれ乳児院が所属する「社会福祉法人

大阪福祉事業財団」は、大阪府下に 21 の福

祉施設を持っています。その多くの施設で老朽化が進み、これまでに９施設で建て替えが
行われました。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。近い将来予定されるすみれ乳児
院の建て替えや、新しい施設の建設にも多額の資金を備えることが必要になっています。
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。
どうぞこの現状をご理解いただき、後援会に入会していただきますよう、宜しくお願いい
たします。
また、後援会の年会費は１年ごとの更新となっております。既に入会して頂いている方
は、今年度の更新の手続きをお願いいたします。
＊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、
すみれ乳児院（06-6931-3873）までご連絡ください。

これからの 6 ヵ月の行事予定
４月

お花見

7月

夏の園外保育

6月

ふれあいバザー

8月

夏の園外保育

7月

納涼交流会

9月

親子遠足

保護者の方には、後日詳しい日程をお知らせします。

【編集後記】
最近、近隣で親しくさせていただいていたお店が、ご高齢のため閉店されることが続き、寂しい限りです。
同様に乳児院でもここ数年、長年勤めていた職員が退職することが増え、世代交代の時期が来ていること
を実感します。現在、すみれ乳児院の新築移転計画がありますが、よき養育の伝統を保ちつつ、新しい人
権感覚を持って、子どもたちと保護者のみなさんの輝きを支えられるような施設にしていきたいと思って
います。

（細木）
８

