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春風に誘われてどこか遠出をしたくなる季節にな

市が平成 30 年里親子包括支援室を設置。令和 2 年に

りました。しかしそんな気持ちとは裏腹に昨年に引き

は大阪市社会的養育推進計画をもとに 10 年後すべて

続きコロナウィルス感染症が今もなお世界を脅かし、

の子どもが家庭的な養育環境で生活できるように、こ

人々の生活も一変したこの一年。

の 10 年間で施設は小規模化さらには里親委託率を大

人々の心を揺るがし、これまで大きな目標をもって

幅に増やす目標を掲げました。

突き進んできた生活からその先の見えないトンネル

令和 3 年度からは各子ども相談センター単位での

をただひたすらに抜け出すことを試み、時が過ぎ去っ

フォスタリング業務を民間委託する中ですみれ乳児

てしまいました。

院とくるみ乳児院が協同し、４月より新たな事業とし

私たちの仕事は子どもたちの気持ちに寄り添い、あ

て里親支援機関 mikata(みかた)を開設します。小規模

りのままの姿を受け止める支援。
「ありのまま」
「まる

化した施設での養育と合わせて家庭養育という子ど

ごと」
「本気の思い」そのすべてをこの先がどうであろ

もたちにとっては新たな選択肢が広がることをめざ

うと今を一生懸命に生きる子どもたちを目の前に、何

し、里親家庭の推進の担い手として新たなスタートを

としてでもそのトンネルの先に明るい未来を作るこ

切ります。施設の専門性を活かし、様々な視点（見方）

とが私たち支援者の役割であり、日常の支援の中でで

を持ち、みんなの味方になれるよう里親支援を行い子

きることを考え、今までになかった新しい世界を作り

どもたちの未来がさらに輝かしいものになるよう努

出すことが大きな課題でもあります。

力したいと思います。

厚労省より質の高い里親養育を実現するため大阪

すみれ乳児院 副施設長 菅野 由美子

A くんと出会ったのは A くんが 1 歳 2 か月の時で

Ｔくんと出会ったのはＴくんが８か月の時でした。

した。小さかった A くんは、まだ言葉も話せなくて、

「おはよう」と声をかけると、笑顔でハイハイしなが

泣いて気持ちを教えてくれていました。

ら来てくれたことを覚えています。それから 1 年 4 か

初めて二人でおでかけに行った時に、走っている車

月が経ち、今では公園を走り回れるようになりました

やバイクを指さして「あー、あー」とうれしそうに教

ね。勢いがあ

えてくれ、車やバイクが大好きな A くんはお話が上手

りすぎてこけ

になり「バイクに乗りたい」と教えてくれました。バ

てしまうこと

イク屋さんでバイクを見た時に店員さんがバイクに乗

もありますが、

せてくれて、一緒にしたかった夢を叶えてあげられた

こけても笑顔

ような気がしてうれしかったのを覚えています。

で立ち上がり、

A くんのたくさんの成長をそばで感じられてとても

また走り出す

幸せでした。

Ｔくんを見て

大きくなっ

「成長したな」とうれしく思いました。

た A くんは、

ここから巣立っていくことは寂しいけれど、それよ

新しいお家

りもっとうれしい気持ちでいっぱいです。これからＴ

へお引越し

くんの世界はどんどんと広がっていきます。楽しいこ

です。もっと

とやうれしいこと、わくわくどきどきすることがいっ

たくさんの

ぱい待っています。そのひとつひとつが T くんをより

ことを知っ

大きく成長させてくれると思います。

て、もっともっと楽しいことが待っています。大好き

私たちはＴくんをこれからもずっと見守っています。

な A くんがこれからも自分らしく楽しく元気に過ごし

たまには乳児院にあそびに来てくださいね。成長した

ていけることを心より願っています。

T くんに会える日を楽しみにしています。

あおいろグループ：岡田 祐季

子どもたちは前日から楽しみにしており、当日はおし
ゃれをして気合十分な子どもたちでした。たくさんの
人に注目され緊張している様子でしたが、名前を呼ば
れると手をあげ大きな声で返事をしたり、曲に合わせ
て踊ったり歌ったりと成長している姿をたくさん見
せてくれました。そのあとは、乳児院での生活の様子
の写真を見てもらいました。子どもたちは自分やお友
だちが映るたびに「○○ちゃんやー！」と嬉しそうに
教えてくれました。保護者の皆様と一緒に子どもたち
の成長を感じられるとても楽しい行事となりました。
ももいろグループ：門川 紗季

ももいろグループ：大西 啓介

３８年間保育士としてお世話

学ぶことができました。そんな乳児院の生活の中で印

になった乳児院を退職すること

象的なことは担当児との出会いです。一緒に喜びを共

になりました。生後１週間の赤

感し、“一人の子どもとじっくり関わる”という貴重

ちゃんから養育できることは乳

な経験を通して私自身も一緒に成長することができ

児院ならではで仕事冥利につき

ました。すみれ乳児院で経験できたことを今後に活か

ました。結婚し、出産・子育て

していきたいです。本当に 5 年間楽しく過ごす事がで

しながらも同じ職場で働き続け

きました。ありがとうございました。

てこられた影には、すでに退職

きいろグループ：橋岡

ひかる

された先輩方のご指導、後輩達との信頼関係に支えら
れ、今の私が私らしくいられ感謝の気持ちでいっぱい

かわいい子どもたち、乳児院

です。また、３８年間に何人もの子どもたちとの出会

の方々とお別れの日。３０年近

いと別れがあり、その子ども達も４０歳前後になって

く、元気な子ども達の顔をみて

いるんだと思うと、たくさんの子どもたちと泣いて笑

楽しい毎日。自分の歳も忘れて、

って、共に成長できました。担当児には思い入れもひ

歌ったり、遊んだり、走ったり。

ときわです。年度末に私の担当児 2 人が移動します。

私がけがをした時、子どもたち

これを機に私も同じタイミングで乳児院を旅立ち、新

のお手紙を読んで涙が出たこ

しい環境でチャレンジしたいと思います。長い間、本

とも。自分の年齢よりずっと若い職員さんに助けても

当にありがとうございました。

らい、仕事は楽しい・うれしい時間でした。あっとい

ももいろグループ：辻本 さゆり

う間に 70 歳に。このままずっと子どもたちといられ
たらと思っていました。最初の数年は調理場に入り、

入職し５年目を迎えました

ある日足りないスープを子どもたちの部屋に届けに

があっという間の年月だった

入った時、子どもたちの目がいっせいに私の目の中に

と思います。5 年前、広島の

…ものすごく感動しました。今も忘れません。「すみ

田舎から右も左も分からずに

ません、子どもたちの所に行きたいです」と調理場と

飛び込んだ大阪での生活は、

事務所に行って頼みました。無理なことを頼んでも聞

すべてのものが新鮮に見えた

いてくれました。そのおかげで、乳児院で長い間働く

ことを今でも覚えています。

ことができました。本当に職員の方お世話になりまし

新生児の赤ちゃんもいる保育の現場は毎日緊張しな

た。子どもたち、元気をくれてありがとう、遊んでく

がらも、可愛い子どもたちにたくさん癒されました。

れてありがとう。

優しい先輩方から丁寧なご指導を受け、様々なことを

ももいろグループ：佐藤 すずえ

新型コロナウィルス感染症の流行により、私たちの日常は一変しました。乳児院で生活する子どもたちや
職員も‘これまでの当たり前の日常’を失い、いわゆる‘新しい生活様式’に適応しようとしています。子
どもたちは幼いながら「みんなマスクしているけど、なんで？」など、さまざまな
変化を感じていると思います。すみれ乳児院では、今の状況を子どもたちにどのよ
うに伝えたらよいのだろうと職員が知恵を出し合って、絵本『みんなをまもるおは
なし』を作成しているところです。この絵本が子どもたちの安定した生活の一助に
なればと願っています。

心理士：小山美恵子

製作中の絵本↑

材料
米…2 合
[酢…大さじ 3 砂糖…大さじ 3 塩…小さじ 1/2
しょうゆ…大さじ 1 干ししいたけ戻し汁]
＜具材＞
にんじん 40ｇ、れんこん 40ｇ、たけのこ 30ｇ
干ししいたけ（水で戻す）2 枚※戻し汁も使用
＜盛り付け用＞
炒り卵…卵 1 個
しらす または ちりめんじゃこ…適量
枚
作きぬさや…5
り 方
① にんじんとれんこん、たけのこ、干ししいたけは
細かく刻む。
② 炊飯器に洗米した米と調味料を入れ混ぜる。その
上に①の具材を入れて炊飯する。
③ 炒り卵を作る。
（卵を溶いて、フライパンでスクラ
ンブルエッグにする）
きぬさやは茹でて、千切りにする。
④ 炊けたすし飯をお皿に盛り、その上に炒り卵・き
ぬさや・しらすを飾れば出来上がり。

いろどりキレイなちらし寿司で春を感じて

春の炊き込みちらし寿司（2 合分）

これからの３ヵ月の行事予定

後援会からのお願い
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 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。

４月

お花見

5月

ももいろグループ園外保育

６月

移動動物園

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
【採用】保育士 中原 久子
保育士 阪田 香穂

後援会では皆様の物心両面にわたるご支援・ご

（202１年 4 月 1 日）

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、2021 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。

【編集後記】
旅立ちの季節は寂しさもあり嬉しさもあ
り、何とも複雑な気持ちになります。近所の
公園には桜がはなやかに咲いており、玄関先
には子どもたちと植えたチューリップが咲い
ています。カラフルなお花を見ると、前を向
いて新年度をスタートさせよう！！という思
いになりました。（後藤）！！

