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えば何もできない赤ちゃんの時代に人を見分ける感覚を
学び、自分を見守ってくれる大切な人を見つけ、満足で

はなもも

花桃の木は鮮やかな濃桃色の花に代わって元気な葉が

きる愛情をうけながら、からだ全体で喜びを表現するよ

伸び、雪柳はいくつもの真っ白な花を咲かせています。

うになります。成長の中で、寝返り、はいはい、お座り

小さな庭にはメジロが枝にとまり、季節の移り変わりを

など目に見える姿がどんどん変化し、一人で第一歩を踏

感じます。子どもたちは 1 年を通じて季節を取り入れた

み出すまで、その過程を飛ばして結果を出すことはでき

行事を楽しみますが、今年は締めくくりとして保護者の

ません。その過程の中でほんの少し力になり、子どもた

方々と行う成長を祝う取り組みが新型コロナウイルスの

ちと同じ位置に立ち、共に歩み、共に悩み、共に喜びあ

感染拡大防止のために中止となってしまいました。大人

うことができる支援者でありたいと思っています。

にとって 1 年はあっという間のように思えますが、子ど
もたちは、めまぐるしい成長を遂げます。

乳児院を取り巻く情勢は刻々と変化しています。今後
乳児院は乳幼児総合支援センターとしてより高機能化、

すみれ乳児院憲章の中には『わたしたちは目に見える

多機能化へ移行、数年後にはさらに小規模化、地域分散

変化をしていない時も、目に見えないところで積み重ね

化を進めます。すみれ乳児院がこれまでめざしてきた家

の作業をしています』という一文があります。目に見え

庭的な生活に加え、さらに専門的な機能が求められてい

ない変化に寄り添い、変化を発見できた時は喜びもひと

ます。数年先にある乳児院の変革に備え、わたしたち自

しおです。乳児院で過ごす期間は人の一生からみるとほ

身が知識や技量を蓄えていくことが早急の課題です。そ

んのわずかですが、1 日 1 日がとても大切な時間です。

の課題を力に変えていく 1 年にしたいと思います。

子どもたちの成長には一つひとつにプロセスがあり、例
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菅野 由美子

Ｋくんとの出会いは、Ｋくんが生後半年頃のことでし
た。周りの大人もつい一緒になって笑顔になってしまう
ような可愛い笑顔が印象的な男の子でした。ミルクもよ
く飲んでご飯もよく食べるＫくんでしたが 1 歳を迎える
まではとても体が弱く、お母さんと一緒に何度も何度も
心配をしたことを覚えています。1 歳の誕生日を迎えて
からはほとんど病気をせずに、元気いっぱい、すくすく
とＫくんのペースで成長していきました。
児童養護施設にお兄ちゃんがいるＫくんは措置変更が

１年半前、大泣きのＳくんはママに抱っこされてホー

具体的に決まる前から、兄弟面会として移動先のホーム

ムにやって来ました。馬のぬいぐるみを抱えて落ち着き

での面会を重ねていました。初めの頃は緊張していまし

そうだったのですが、私を見てまた泣き出しました。そ

たが、次第に慣れ移動先の職員にも普段の姿に近いＫく

の日は初めての場所と、知らない男性職員である私に泣

んを見てもらうことができるようになりました。Ｋくん

き続けて、ついに泣き疲れ、ずい分早く眠りました。

としても慣れ親しんだ職員・環境の中での慣らし保育だ

その日から私が部屋に入ると泣くのをくり返して１ヵ

ったこともあり、戸惑いも少なくスムーズに移動先への

月。初めてＳくんと１対１で遊んだ日。まだ緊張してい

移行ができていたように感じました。移動当日は普段と

たＳくんでしたが、シャボン玉で遊んでいるうちに仲良

変わらない様子で過ごし、一緒に過ごしてきた友だちや

くなりました。少しずつ私に対しても笑顔が見られるよ

職員に見送られ「いってきます！」と言い、入所時と変

うになりました。

わらない可愛い笑顔で乳児院を旅立っていきました。

Ｓくんはお掃除が大好きなのがとても印象に残ってい

Ｋくんと共に過ごした日々は、私にとっても初めて経

ます。ある日部屋をクイックルワイパーで拭いているの

験する出来事が多く悩むこともたくさんありましたが、

をじっと見ていたので「やってみる？」と聞くと頷き、

小さな成長に喜んだり、一緒に笑ったり泣いたり、時に

上手に掃除してくれました。その日からお掃除ブームに

はケンカもしながら過ごした約 2 年間は、思い出すだけ

なったＳくんは、誕生日やクリスマスのプレゼントを買

でクスッと笑ってしまうような楽しく思い出深い日々で

いに行った時も掃除機のおもちゃなどを喜んで選び、
「ほ

した。

んとにいいの？」と何度聞いても満面の笑みでおもちゃ

Ｋくんにとってすみれ乳児院で過ごした日々が、あた

を抱えて頷くので、こちらも自然と笑みがこぼれました。

たかな気持ちになる思い出であってほしいと思います。

他にもＳくんとは公園に行ってメロンパンを食べたり、

これからもたくさんの人に愛され、Ｋくんらしく成長し

伊丹空港に飛行機を見に行ったりと思い出がたくさんあ

ていくことを願っています。

ります。身長も伸び、おしゃべりも上手になりました。

あおいろグループ：細川 美月

パプリカのダンスを踊りたい時は手を花のポーズにして
「う！う！」と言っていましたが、今では「たいそう！
たいそう！」と言葉で教えてくれます。
お家に帰ることになったＳくん。これから保育園に行
ったり、ママとお出掛けしたりと、Ｓくんはたくさんの
経験をしていくと思います。それらが楽しすぎて、もし
かしたらすみれ乳児院のことを忘れるかもしれません。
また元気な姿をぜひ、見せに来てほしいと思います。こ
れからもパワフルなＳくんでいてください。
ももいろグループ：山本 将太

～退職者からのメッセージ～
鳴川前施設長の後任として着任し、早 2 年が経ってしま

すみれ乳児院での日々は大切な人生の１ページです。

いました。子どもたちをとりまく社会のありようや現実の

楽しさ、嬉しさ、悲しみなど、たくさんの気持ちをみん

課題がなんとなく見えかけたところでしたが、この度定年

なで共有できる温かい場所でした。わた

をもって退職となりました。乳児院の子どもたちは突然お

しは乳児院を離れますが、これからも可

じいちゃんが現れ、初対面はじっと見つめたり泣いたりで

愛い子どもたちの健やかな成長を願って

したが 2 年も経つと、今では顔を見つけると大きな声で

います。

「いんちょう、いんちょう」と駆け寄ってくれます。なん

給食部：金

夏苗

ともほっこりする瞬間です。子どもたちもこの 2 年間で、
すごく成長しました。この子たちを通してた

学生の時、ボランティアをさせて頂いたことをきっか

くさんの喜びを得ました。地域の皆様には当

けに乳児院で働きたいと思うようになりました。実際に

院へのこれまでのご理解・ご支援に感謝する

子どもたちと関わってみると上手くはいかず、自信をな

とともに引き続きよろしくお願いします。

くすこともありました。しかしどんな時も職員さんや子

院長：梶田 久夫

どもたちが、悩んでいたことも最終的には笑いに変えて
くれました。すみれ乳児院で経験したこ

1975 年すみれ乳児院に就職して 45 年が経ちました。
38 年間保育士として、2012 年からは里親支援専門相談
員として、多くの子どもたちや保護者の方々、里親さん、

とを無駄にしないように保育士として子
どもたちに関わり続けていきたいです。
きいろグループ：酒徳 早紀

そして職員の皆さんとの関わりの中で、多くのことを学ば
せていただきました。本当にありがとうございました。

3 年間お世話になりました。
「どんな時でも笑顔で子ど

いま年を重ねて思うのは、皆さんを見守っているつもり

もたちと関わること」を大切にしてきました。それが難

が、実は自分が乳児院という大きな家族に見守られて毎日

しい時もあり悩むこともありましたが、たくさんの方に

を過ごせたんだということです。すみれ乳児院で働けて本

助けていただき、恵まれた環境で仕事をさせていただき

当によかったです。退職は大きな家族からの巣立ちだと感

ました。すみれ乳児院で経験したことをこ

じています。時々里帰りをしますので、これ

れからに活かせるようがんばりたいと思

からもどうぞよろしくお願いします。

います。ありがとうございました。

里親支援専門相談員：細木 恵三子

あおグループ：山﨑

茜

すみれ乳児院はプロレスラーの方々にも応援してもら
っています。自主興行の時には募金箱を持ってすみれ乳
児院の PR をしてくださったり、プロレスイベントの飲
み物販売の一部を寄付していただいたり、お菓子のプレ
ゼントを持って、遊びに来てくださいます。今年は餅つ
き大会に参加、大迫力の餅つきを見せていただきました。
「なんかあったらいつでも言うてくださいね！」と頼も
しいプロレスラーのみなさんです。これからも乳児院の
子どもたちと職員をよろしくお願い致します。
看護師：杉野 美奈子

いただきま～す！
甘くてやわらかい春キャベツをたっぷり入れたヘルシーなオムレツです！
材

料 （大人 2 人、子ども 1 人分）

春キャベツのオムレツ

春キャベツ 150ｇ（1/6 個ほど）
ハム 2 枚
卵3個
油（あればオリーブオイル）大さじ１.5
塩少々

作り方
①春キャベツとハムは太めの千切りにする。
②卵を割りほぐして、塩と①を加えてよく混ぜる。
③小さ目のフライパンを中火で熱する。油を引き、②を流
し入れる。菜箸で大きく混ぜ、少し固まってきたらフタ
をして、弱火で 5 分焼く。
④火を止めて、フタをかぶせてフライパンごとひっくり返
し、フライパンに戻して両面を焼く。フタをして弱火で
5 分焼く。焼き目がついていたらできあがり！

☆ベーコンやツナ、チーズやきのこなど、
好みの具を足してもおいしいですよ☆

※お好み焼きのコテでひっくり返しても OK☆

管理栄養士：中村 夏子

これからの４ヵ月の行事予定

後援会からのお願い

・4 月

鶴見緑地でお花見

・5 月

あおいろグループ園外保育
屋上で昼食パーティ

・６月 ももいろグループ園外保育
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 24 の福祉施設を
持っています。大阪福祉事業財団後援会では、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取り組みを進めてい
ます。
後援会で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。
＊個人会員
＊団体会員

1口
1口

3,000 円
１0,000 円

既に入会して頂いている方は、2020 年度の更新
の手続きを宜しくお願いいたします。
大阪福祉事業財団を応援してくださる方は、
すみれ乳児院（06-6958-6066）まで。

・７月 納涼交流会
保護者の方には後日詳しい
日程をお知らせします。

人事往来
【 着任 】施設長 北口 美弥子
【 採用 】栄養士 奥林 加詠
（2020 年 4 月 1 日）

【編集後記】
心地よい春の風に吹かれ穏やかな気持ちにな
る季節がやってきました。新型コロナウィルス感
染拡大防止のため屋内施設へお出かけはできま
せんが、毎日元気よく散歩や鶴見緑地に出かけて
います。子どもたちの元気な笑い声でウィルスを
吹き飛ばしたいものです。
（井上）

