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幼保連携型認定こども園 智鳥保育園

〒571-0026 大阪府門真市北島町14番28号
最寄駅 地下鉄長堀鶴見緑地線「門真南駅」

TEL（072）881-8201
FAX（072）881-8115

茨田大宮地域在宅 サービスステーションちどり
（HH、DS、ブランチ）

〒538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目8番33号 TEL（06）6914-7711
最寄駅 地下鉄長堀鶴見緑地線「門真南駅」
FAX（06）6914-7100

くすのき介護センター市役所前 くすのき介護相談センター

〒571-0055 大阪府門真市中町11番96号
最寄駅 京阪本線「門真市駅」
・
「古川橋駅」

TEL（06）6902-8666
FAX（06）6902-8663

大和田ちどり
（小規模多機能ホーム・地域密着型認知症通所介護）

〒571-0079 大阪府門真市野里町26番17号
最寄駅 京阪本線「大和田駅」

新福島ちどり保育園
（大阪市福島区）
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走谷ちどり保育園

TEL（0797）73-0880
FAX（0797）73-0890

〒571-0064大阪府門真市御堂町14-1
最寄駅 京阪本線「古川橋駅」

門真市地域子育て支援センター（業務委託）

TEL(072)846-2835
FAX(072)800-1750

TEL(0 6)69 04 - 8601
TEL(0 6)69 04 - 8602

川面ちどり保育園・川面ちどり保育園放課後児童クラブ

〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目24番13号
最寄駅 JR宝塚線・阪急宝塚線・今津線「宝塚駅」

川面ちどり放課後児童クラブ（業務委託）

TEL（0797）86-3096
FAX（0797）86-7929

〒665-0842 兵庫県宝塚市川面5丁目10-10
最寄駅 JR宝塚線・阪急宝塚線・今津線「宝塚駅」

TEL（0797）
87- 8211
FAX（0797）
87- 8212

〒665-0841 兵庫県宝塚市御殿山2丁目1-1
最寄駅 阪急宝塚線「宝塚駅」
・
「清荒神駅」

御殿山ちどり放課後児童クラブ

神戸元町ちどり保育園

〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目5番5号
最寄駅 神戸高速「西元町駅」
・ＪＲ神戸線「神戸駅」

TEL（0797）26-8156
FAX（0797）26-8157
TEL（0797）81-1555
FAX（0797）81-1555
TEL（0797）62-6933
FAX（0797）62-6933
TEL（078）341-5580
FAX（078）341-5581

たかとりちどり保育園

TEL（0743）70-1832
FAX（0743）71-2083

〒654-0026 神戸市須磨区大池町5-10-15
最寄駅 JR山陽本線「鷹取駅」

TEL（0743）70-1011
FAX（0743）71-2083

〒630-0222 奈良県生駒市壱分町83番87号
最寄駅 近鉄生駒線「一分駅」

TEL（0743）76-2211
FAX（0743）76-2550

〒630-0222 奈良県生駒市壱分町83番2
最寄駅 近鉄生駒線「一分駅」

幼保連携型認定こども園 いちぶちどり保育園

萩の台ちどり
（特養、SS、DS）

https://www.chidori.or.jp

TEL(06)6136-8660
FAX(06)6136-8645

幼保連携型認定こども園 あまだのみやちどりこども園

高山ちどり別館（特養、SS）

〒630-0224 奈良県生駒市萩の台3丁目1番8号
最寄駅 近鉄生駒線「萩の台駅」

TEL（06）6282-3888
FAX（06）6282-3800

〒576-0033 大阪府交野市私市1丁目29番1号
TEL（ 072）892-1351
・JR学研都市線「私市駅」 FA X（072）892-1351
最寄駅 京阪交野線「河内森駅」

高山ちどり
（特養、SS、DS）

〒630-0101 奈良県生駒市高山町8030番地
最寄駅 近鉄けいはんな線「学研北生駒駅」

幼保連携型認定こども園 中之島ちどり保育園

TEL（06）6991- 8361
FAX（06）6991- 8362

神戸垂水ちどり
（特養、SS、
ケアハウス、DS）

〒630-0101 奈良県生駒市高山町8030番地
最寄駅 近鉄けいはんな線「学研北生駒駅」

TEL（06）6553-5521
FAX（06）6553-5521

〒573-0063 大阪府枚方市走谷1-1-10
最寄駅 京阪本線「光善寺駅」
・
「枚方公園駅」

TEL（078）786 -3755
〒655-0016 神戸市垂水区高丸６丁目7番2号
最寄駅 JR山陽本線「垂水駅」
・山陽電車「山陽垂水駅」 FAX（078）
708 -5037

奈良県

大阪市立北恩加島保育所

〒551-0031 大阪市大正区泉尾7丁目14番2-108号
最寄駅 地下鉄長堀鶴見緑地線・JR「大正駅」

TEL（06）6913-7878
FAX（06）6913-7888

宝塚米谷ちどり
（ケアローソン）

幅広く展開しています

TEL（06）6981-0208
FAX（06）6981-0130

新福島ちどり保育園

宝塚市立養護老人ホーム 福寿荘（外部特定）

〒665-0831 兵庫県宝塚市米谷2丁目4-24
最寄駅 阪急宝塚線「清荒神駅」

大阪市立東中本保育所

〒537-0021 大阪市東成区東中本2丁目3番16号
最寄駅 地下鉄中央線「緑橋駅」

〒553-0006 大阪市福島区吉野1丁目5-1
最寄駅 JR東西線「新福島駅」
・大阪環状線「野田駅」

〒665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目7番1号
TEL（0797）82-0201
最寄駅 阪急宝塚線
「中山観音駅」
・
ＪＲ宝塚線
「中山寺駅」 FAX（0797）82-2525
〒665-0825 兵庫県宝塚市安倉西3丁目1番5号

TEL（06）6167-3755
FAX（06）6167-3855

TEL（072）887-6540
FAX（072）887-6541

中山ちどり
（特養、SS、
ケアハウス、DS、HH、HNS、GH、小規模、定期巡回）

特集

幼保連携型認定こども園 城東ちどり保育園

〒536-0021 大阪市城東区諏訪3丁目6番33号
最寄駅 地下鉄中央線「深江橋駅」

御堂筋本町ちどり保育園

宝塚ちどり
（特養、SS、DS、HH、GH）

〒665-0047 兵庫県宝塚市亀井町10番30号
最寄駅 阪急今津線「逆瀬川駅」
・
「小林駅」

〒534-0024 大阪市都島区東野田町4丁目15番20号 TEL（06）6358-1415
最寄駅 ＪＲ環状線・東西線・京阪本線「京橋駅」
FAX（06）6358-1485

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2丁目6-7
最寄駅 地下鉄御堂筋線・中央線「本町駅」

ケアホームちどり
（特養、SS、DS）

〒571-0038 大阪府門真市柳田町15番23号
最寄駅 京阪本線「古川橋駅」

線

TEL（072）887-0117
FAX（072）887-0118

大阪市鶴見区西部地域包括支援センター（業務委託）

〒538-0051 大阪市鶴見区諸口6丁目1番13号
最寄駅 地下鉄長堀鶴見緑地線「横堤駅」

西本

〒530-0045 大阪市北区天神西町3番16号
TEL（06）6362-3755
「南森町駅」
・
ＪＲ東西線
「大阪天満宮駅」FAX（06）6362-3766
最寄駅 地下鉄谷町線

門真第4地域包括支援センター（業務委託）

〒571-0026 大阪府門真市北島町12番14号
最寄駅 地下鉄長堀鶴見緑地線「門真南駅」

萩の台ちどり
JR関

TEL（072）883-0071
FAX（072）883-0086

サテライト型サンハウス北島（デイサービス）

〒571-0026 大阪府門真市北島町2番16号
最寄駅 地下鉄長堀鶴見緑地線「門真南駅」

近鉄奈良線

幼保連携型認定こども園 東野田ちどり保育園

TEL（072）881-3755
FAX（072）881-9505

ナーシングホーム智鳥（特養、SS、DS、HH、訪問看護）

〒571- 0026 大阪府門真市北島町12番3号
最寄駅 地下鉄長堀鶴見緑地線「門真南駅」
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門真市駅

川面ちどり
放課後児童クラブ
御殿山ちどり放課後児童クラブ
中山ちどり

JR宝塚線

Vol.

門真市地域子育て
支援センター

大阪モノレール

TEL（078）732-2500
FAX（078）732-2520
TEL（0743）76-2400
FAX（0743）76-2401

グループホーム壱分町ちどり サポートハウス壱分町ちどり

TEL（0743)76-1000
FAX（0743）76-1001
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新福島ちどり保育園（大阪市福島区）
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cover story
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8

コロナ禍の中でも楽しい生活を

9

Chidori News

大阪市の都心、福島区の待機児童解消を目指して開
園し、4年目を迎えました。JRなど3駅（野田阪神・玉
川・新福島）から徒歩10分圏内にあり、若い共働き世
帯の方がお子さんを預けるのに便利な場所です。子
どもたちが年齢の枠を超えて共に学び合い、さまざま
な遊びや生活体験を通して、しなやかな身体と豊かな
感性、生活習慣を身につけ「生きる力」の基礎を育ん
でいます。

コロナウイルス感染者がなかなか減少せず、入院病

丸 1 年延期することといたしました。

床も逼迫する中緊急事態宣言が発令され、大阪府も含

思い起こせば昨年度の大会では法人保育事業開拓の先

まれました。法人研究発 表大 会実 行委員会も当初より

駆けとして東野田ちどり保育園、城東ちどり保育園が 10

様々なパターンは考えてくれていましたが、大会開催時

年経 過してオープニングメンバーが 表彰対象になっていま

には近年、永年勤続者の表彰な

した。また、今年度開設するあまだのみやちどりこども園

ども行っております。実 行 委 員

職員も勢ぞろいして交流を深めました。今年度も内定式を

すら参 集が 難しい状 況となり、

オンラインで行ったりしておりましたが、感染予防はでき

研 究 大 会 の目 的 である 異 なる

るものの同期生と対面しないさみしさはあった模様です。

10 くんがいしょう
12 ちどりNEO
13 私の駆け出し時代・わたしのパワーフレーズ

来年、再度の開催を目指して、ご理解の程よろしくお願い

エリアにおける職員の交流がオ

14 広げよう ちどりの輪・編集後記

ンライン上のみになることが確

いたします。

実 になりました。このような 状
理事長
濵田 和則

況 に 鑑 み、表 記 の 通り発 表 演
題、実行委員もそのままとして

4月から新しい園舎に！

が

あまだのみやちどりこども園は、2021
（令和3）年4月
に新園舎へ引っ越しします。交野の自然、園周辺の環境
に調和した山小屋風「simple is best！」な園舎です。
設 計 士さんこだわり、イチオシの2階 廊 下は4mの幅が
あり、多目的ホールという呼び名です。広々とし、天 窓
から降りそそぐ日の光！その優しい光を浴び、子どもた

檸 檬新 報は、以前産経新聞で発行していた「渚の風」のコン

ちは自由活動・コーナー遊びが楽しめます。

セプトを引き継ぎ、そのスタッフだった方たちが立ち上げた、福

また、大ホールは天 井が 高く開放的で 表 現 遊び 楽 器

祉業界を応援する定期刊行誌です。世界的に話題になっている

遊びには最適！200インチの大きなスクリーンを備え付
け、放送教育等に利用することが できるので、とても楽
しみにしています。園庭には安田式遊具のジャングラミ

人物を表 紙にしたり、賛同してくれる旬な有名人に寄稿いただ

完 成予 想 図

ングに体育遊具、そして未満児用・以上児用と二つの園
庭があります。屋 上には安田式なぎさプールを備え、今
からお日さまキラキラの中で、はしゃぐ子どもたちの笑
顔を思い浮かべるとワクワクします。
子どもたちと一緒に遊ぶこと、保護者の方々と新しい
園 舎で、いろいろな行事を共に過ご す時 間を今 から心
待ちにしています。

いたりと、贅沢な作りとなっています。
晋栄福祉会は、この檸 檬新 報の協賛法人として年2回、記事
を掲 載 できるようになっており、今回は、新園 舎 竣 工間近の、
あまだのみやちどりこども園を取材頂きました。担当のW記者
は、対応に当たった園長、職 員の話を熱心に聞き取り、その保
育方針や、抜群の自然環境、活発で人懐っこい園児たちに感心
され、本 園 の 魅 力をとても素 晴らしい記 事にしてくれました。
（檸 檬 新 報15号をぜ ひご 覧ください）聞けば W 記者ご自身、
比 較 的 近くにお住まいで、都会の いなか と言える地 域の文
化や人柄に愛 着があり、より共 感いただけたこともプラスだっ
たと思います。
昨年、交 野市より民間移管された「あまだのみやちどりこど
も園」は今年4月より、新園舎となって新たなスタートを切りま
す。その魅 力を様々な人に知って頂き、W 記者のようなファン
を一人でも多く獲 得して、地 域を代 表するこども園となれます

広報誌
「Chidori」
とは…
3

❶職員参加型のコミュニケーション誌です。飛び込み参加、いつでも大歓迎。
❷地域の皆様、ご利用者・ご家族も楽しめる誌面づくりを目指します。
❸晋栄福祉会の
「理念」
や
「事業内容」
など、法人の根幹となる考え方を丁寧にお伝えします。

よう、職員一同がんばって参ります。

2

特集

訪問介護・訪問看護

護
（短期入所生活介
ショートステイ

）

〈特徴〉
訪問介護

〈特徴〉

高齢者介護サービスにも様々なものがあり、ご利用者も様々です。

ケアワーカーやホームヘルパーによる居宅での生活援

●特養などに短期間入所してもらい、介護する家族の負担軽
減を図ります。
●家族の病気や冠婚葬祭時の介護が困難な時にも役立つ
サービスです。

今回は、介護サービスの内容をご説明しながら、私たち晋栄福祉会の

助・移動サポートです。

各施設が、どんなサービスを展開しているかも紹介します。

訪問看護
看護師などの医療従事者が訪問し、看護や回復のお手
伝いをします。定期巡回・随時対応型との併用はでき
ません。

〈サービス内容〉
食事・入浴・その他の、日常生活上の支援や機能訓練等を

〈晋栄福祉会の施設〉

行います。なじみの関係のスタッフがご利用者の生活に合わ

ナーシングホーム智鳥／

せたケアを行います。

くすのき介護センター／

〈晋栄福祉会の施設〉

1

ナーシングホーム智鳥／

宝塚ちどり／中山ちどり／
茨田大宮ちどり

ム

特別養護老人ホー
〈特徴〉

●公的な施設のため、老人ホームの中では比較的安価です。
●看取りの対応が可能なため、終の棲家となり得ます。地域
によっては入居までに待機期間がかかる場合もあります。

ケアホームちどり／
宝塚ちどり／中山ちどり／

〈サービス内容〉

神戸垂水ちどり／

●中〜重度の要介護者の生活を支える介護が中心。

高山ちどり／高山ちどり別館／

●食事や入浴、排せつなど日常生活の介護や機能訓練、健康

萩の台ちどり

管理、療養上の必要な世話などが受けられます。

対応型
定期巡回・随時
訪問介護看護
ビス
デイサービ
リ型通所介護
リハ

一般型通所介護／

〈特徴〉
日帰りで、送迎バス等で施設に通い、サービスを受けます。
要支援１〜要介護５の方が対象になります。

〈サービス内容〉

〈特徴〉
2012 年開始された新しいサービスです。定期的にご家庭を
巡回し、状況に応じて 2４時間 365日、必要とされる介護や
看護を提供します。

〈サービス内容〉
定期巡回
時間や回数の制限なく利用者のリズムに合わせたご利用が

食事や入浴、健康状態の確認、機能訓練、レクリエーションな

可能です。

どのサービスがあります。サービスの内容は、各施設により異

随時対応型

なります。

〈晋栄福祉会の施設〉
ナーシングホーム智鳥／宝塚ちどり／
中山ちどり／神戸垂水ちどり／
高山ちどり／萩の台ちどり／
茨田大宮ちどり／サンハウス北島

ケアコール端末を使い、困ったときはいつでもボタン一つで
通報できます。

〈晋栄福祉会の施設〉
中山ちどり

〈晋栄福祉会の施設〉
ナーシングホーム智鳥／ケアホームちどり／
宝塚ちどり／中山ちどり／神戸垂水ちどり／
高山ちどり／高山ちどり別館／萩の台ちどり

（居宅介護支援）
ケアマネジメント

〈特徴〉
ケアマネジャーが、介護を必要とする高齢者やその家
族と面接し、適切なサービスを組合わせたマネジメント
を行います。

〈特徴〉
一般型と介護型があり、比較的低価格です。

〈サービス内容〉
要介護者が、居宅サービスを適切に利用できるよう、
サービス計画を作成し、
地域の保健、
医療、
福祉サービスと
の連携を行い、
ご自宅の生活の支援をします。

〈晋栄福祉会の施設〉
ナーシングホーム智鳥／中山ちどり／
宝塚ちどり／茨田大宮ちどり／
くすのき介護センター／高山ちどり／
萩の台ちどり

費老人ホーム）
ケアハウス（軽

など

今後、
ますます利用者が増えていく見込みです。

〈サービス内容〉
一般型
●独居生活に不安がある 60 歳以上の高齢者が対象。
●掃除、洗濯などの生活支援、食事提供、緊急対応等。

介護型
●独居生活に不安がある要介護度 1〜要介護 5 の方。
●一般型サービスの他、食事や入浴、トイレの介助、機
能訓練や通院の付き添い等が受けられます。

〈晋栄福祉会の施設〉
中山ちどり／
神戸垂水ちどり
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4

施設紹介

認知症対応型

宝塚小学校の校区には、全部で4つの児童クラブがあ
り、そのうち3つの児童クラブを市から要請を受け当法人
が運営をさせていただいています。2014
（平成26）
年開
所の川面ちどり放課後児童クラブ通称「民家」の定員は
20名。建物は名前の通り普通の家です。子どもたちも
「ただいま」
と本当の家に帰ってくるようです。
そんなクラブの合言葉は「皆兄弟」
で、家族のように過
ごしています。2015（平成27）年開所の保育園内にある

川面ちどり放課後児童クラブ ※4月から移転します。

介護
小規模多機能型居宅

ウス
サポートハ
通所介護

川面ちどり放課後児童クラブ（宝塚市）

川面ちどり保育園放課後児童クラブの定員は30名。1年

〈特徴〉

〈特徴〉
認知症により在宅での生活に不安を抱えておられる
高齢者の方や、ご家族の方の負担を軽減します。サー
ビス内容はデイサービスと同じですが、認知症ケアも
専門スタッフが行います。

●地域密着型サービスに分類され、
「通い」を中心として、
「訪
問」や「宿泊」を組み合わせ、日常生活の支援や、機能訓練の
サービスを提供します。
●原則として、事業所が指定を受けた市区町村に居住する人
に利用は限定されます。

〈晋栄福祉会の施設〉

〈晋栄福祉会の施設〉

壱分町ちどり／中山ちどり／

中山ちどり／大和田ちどり

大和田ちどり

生〜3年生の利用が多く異学年の交流が深いのが特徴で
す。何でも優しく教えてくれる上級生がいるので1年生も
楽しく安心です。2017
（平成29）
年開所の御殿山ちどり放
課後児童クラブの定員は40名。3施設で1番広く隣には広

葉は
合言 弟
兄
皆

場もあり皆元気よく遊んでいます。他のクラブは３年生ま
でがほとんどですが５年生もいるので、縦の繋がりがより
川面ちどり保育園放課後児童クラブ

深くなっています。
各児童クラブには他園の卒園児たちもいますが、川面
ちどり保育園の卒園児もたくさんいます。その中でその
子たちが卒園した各園とも連携を取りながら0歳〜5年
生までの長いスパンで子どもの成長を支えていくことの
大切さを感じています。
ただ課題もあります。保育園は20時・児童クラブは19
時までの運営時間の差は保護者にとっても悩みの種と
なっていますが、これからも働く保護者を支えられる存在

御殿山ちどり放課後児童クラブ

ーム
グループホ
生
同 活介護
認知症対応型共

その 他

〈特徴〉
●認知症の高齢者が家庭的な環境と地域との交流のも
と、自立した生活を送れるよう支援します。
●必要に応じて生活サポート、身体介助などを行い、健
康管理、イベントの企画・運営なども行います。

●福祉有償運送
●ケア付き住宅援助員配置
●生活支援型食事サービス
などの事業もあります。

〈晋栄福祉会の施設〉

〈晋栄福祉会の施設〉

中山ちどり／茨田大宮ちどり

壱分町ちどり／中山ちどり／

など

宝塚ちどり

でありたいと思います。

二島小学校放課後児童クラブ（大阪府門真市）
晋栄福祉会大阪エリア
介護事業連携イメージ

二島小学校放課後児童クラブは、門真市の南側、天
然記念物の大楠「薫蓋樟」のすぐ横にある、小学校の

大 阪 エリアではナーシン グ ホーム 智 鳥を中 心 に 、大 小 様 々な 事 業 所 が
ご 利 用 者 の 生 活 品 質 の 向 上 に 向 けて 連 携しています 。

敷地内にあります。放課後のチャイムが鳴ると子ども

サンハウス北島

門真第４地域
包括支援センター

たちは
「ただいま！」
と元気に帰ってきます。
児童クラブではまず宿題をするのですが、テキパキ

・デイサービス

・ケアマネジメント

と素早く済ませてしまう子どもや、ゆっくり丁寧に取り
組む子ども、お話ししながら楽しく進める子ども、様々

大和田ちどり

・小規模多機能ホーム
・認知症対応型デイサービス

大阪市鶴見区西部地域
包括支援センター

な姿が見られます。私たちは色々な子どもに関わりつ
つ、難しそうにしている子どもには問題が自分で解け

・ケアマネジメント

るように、一人一人に合うような支援をしています。
宿題を終えると自由時間になります。季節の部屋飾り
を作ったり、自分たちの好きな遊びを楽しみます。今は
めんこ、コマ回し、あやとり等の昔遊びが好きで、色々
な技が出来る様に、夢中になって取り組んでいます。

たちに
子ども 時間を
た
充実し

ナーシングホーム智鳥

茨田大宮ちどり

・特養・ショートステイ
・デイサービス
・訪問介護・訪問看護・他

また、よく手作り玩具を作ってあげたり、子どもたちが

・ケアマネジメント
・デイサービス
・訪問介護

自由に使える材料を豊富に用意し、製作が出来る環境
を整えています。今後も充実した時間を過ごせてゆけ
たらと思います。
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くすのき介護センター

・ケアマネジメント
・訪問介護

ケアホームちどり

・特養
・ショートステイ

6

ちどりのＨＯＴなニュースをお届けします！

城東ちどり保育園

竹馬を通してたくさんのことを育む
城東ちどり保育園では、運動あそびの1つとして4歳児後半から5

■

C hid o ri N e ws

■

ナーシングホーム智鳥

イベントを楽しもう（クリスマス！）

歳児にかけて竹馬に取り組んでいます。4歳児クラスから杉の子ポッ

年末年始はやはりクリスマスをご利用者の皆さんと楽しみたい！
！と
いうことでちょっと早めのクリスマスイベントを12月20日に開催し

き竹馬の習得につながります。

ました。
ソーシャルディスタンスを考慮して、各階での開催になりました

集中力がぐっと高まる子どもたち。1人で黙々と練習するもののよう

が、サンタさんやトナカイに扮装した職員によるハンドベル演奏でク

に見えますが、その中で子どもたちが教え合ったり励まし合ったりす

リスマス気分を盛り上げ、その後は15種類の一口ケーキを選んで食

る姿を大切にしながら取り組んでいます。

べて頂くようにしました。演奏も盛り上がりましたが、
「 ダブルベ

足の皮が何度もめくれたり、何度もこけて擦り傷ができたりしな

リー」
や
「洋梨とぶどう」
「
、ピスタチオ」
などの色彩豊かなケーキを前

がらも、少しずつ乗れる子が増えていくと同時に、
クラスでの一体感

に
「キレイや〜」
「食べるのもったいないな〜」
「何個でも食べてエエ

が生まれ、友だちが乗れるようになった時にみんなで喜びを共感す

の？」
と皆さん思い思いの感想を仰っていました。

る姿がとても印象的です。4歳児がそんな姿を近くで見たり、一緒に
遊んだりしながら来年への意欲につなげていきたいです。

新型コロナウイルス感染症で、保育、介護の現場にも様々な制限が生じています。
そんな中でも、明るく楽しい生活を送ることができるように
試行錯誤する現場の工夫を紹介します。

コロナ禍でなかなかイベントを開催できておりませんでしたが、

クリに取り組むことで、足の指を使うことや、バランス感覚が身につ
最初に1人乗れるようになると一瞬にしてやる気スイッチが入り、

コロナ禍の中でも 楽しい 生活を

来年は今年の経験を活かして、小さくても喜んで頂けるイベント
を開催していきたいと思います。

竹馬の活動を通して最後まで諦めない気持ち、できた時の楽しさや
うれしさ、努力すれば必ず自分のものになることを子どもたち自身が実
際に体験し、様々なことに挑戦してほしいと願い、取り組んでいます。

緊急事態宣言下に

東野田ちどり保
育園
東野田ちどり保育園
東野田ちどり保育園では、インスタグラムで
子どもたちの様子を保護者に向け毎日配信して
います。連絡帳だけでは伝えきれない子どもた
ちの姿を見てもらうことが出来、喜びの声を頂
いています。今 年 度は、4 月に緊 急 事 態 宣 言 が
発令され、園児の7割以上が家庭保育となりま
した。今まで経験したことのない不安の中での
生活。そんな時だからこそ、全園児・保護者とつ
ながっていたいという思いからすぐに「インスタ
保育園」
と名付けた動画を配信しました。
保育園に通っている時と同じ生活リズムでい
られるようにと、配信時間は毎朝10時に行いま
した。内容は保育者による劇・歌・クイズ・体操・

手 作 りカ フェ や パ

法人部門

兵庫エリア法人虐待防止委員会
萩の台ちどり

コロナ禍の餅つき
2020
（令和2）
年も例年通り、餅つきを行いました。
しかしこれまで

兵庫エリア高齢者虐待防止委員会では、
「介護職員におけるアン
ガーマネジメントとコロナ禍における不適切ケアと虐待について」
と
題し、全職員に研修を行いました。
介護の仕事は、人の感情に直接向き合う感情労働と呼ばれる職場

と大きく違うのは、
コロナ禍で
「三密」
を避け、工夫しながら行ったと

です。また共感疲労や、
コロナ禍の生活はストレスを増悪させます。

いうことです。

アンガーマネジメントは怒りやイライラの感情と上手に付き合うた

従来は全員が集まり、代わるがわる餅をついて頂いていましたが、

めの心理トレーニングです。この研修では、感情のコントロール方法

今回は、全員が集まることができず、ユニット毎で行うこととなりまし

を学び、多くの介護職員が共通して感じる心の疲労を知ることで、業

た。限られた場所や時間の制約の中、
どうしたら楽しんで頂けるか考

務中のイライラや、ストレスが軽減し、虐待につながる行為を回避で

えた結果、卓上で行える餅つきがあることがわかりました。

きるようになることを目的としています。

1回につけるのは2合、臼は御影石、杵は木製とコンパクトながら

今回、ある施設の虐待等の行為をしそうになった時の具体的な回

も餅つきの雰囲気は十分です。逆に目の前に順に動かすことができ

避事例を紹介しました。様々な回避方法を知るだけではなく、他の職

るため、多くの方に座りながら餅をついていただくことができまし

員も
「しそうな気持になることがある」
ことや、様々な工夫をしたり、

た。昔ながら身についたものがあり、皆様思い思いに参加され、大い

チームで協力したりして、虐待等の行為を回避していることを感じた

に盛り上がりました。

でしょう。
研修を通じて、感情に振り回されることなくケアができるのかを、
職員の皆さんが身につけてもらえたらと思います。
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イン ス タ 保 育 園

絵本の読み聞かせなど様々。中でも劇・絵本は
子どもたちのお気に入りの作品を選びました。
家にいても大好きな保育者の姿を見ることが出
来たり、声を聞けたりすることがうれしいという
メッセージ、
「いいね」をたくさん頂きました。イ
ンスタ保育園は80投稿を越え、園長先生のつぶ
やきは、励まされると保護者のみならずたくさん
の方から喜びの声も頂いています。
子 どもたち の た め に 始 め た「インスタ保 育
園」。私たちがここで立ち止まってはいけないと
活気が湧き上がりました。新型コロナウイルス
と共存する生活の中で、自分たちに出来ること
を今後も精一杯行っていきたいと思います。

80投稿

ン 作 りで リフ レッ シュ

神戸垂水ちどり
新型コロナウイルス感染拡大の影響でご家族
との面会や外出を伴うレクリエーションの機会
が激減していますが、食べ物に関するレクリエー
ションは感染対策を十分に行った上で実施して
います。その様子をいくつかご紹介します。
①カフェ高丸でカフェタイム
眺めのよいカフェ高丸で、ケーキやお好みの
ドリンクを召し上がって頂きました。懐かしい歌
謡曲の DVD を流したり、職員の自宅で採れた
柚子で作った柚子茶を提供したり、楽しんでい
ただきました。

ル
1 日 限 定 オリ ジ ナ

②手作りパン＆ジャムレクリエーション
ユニットでパンを焼き、ジャムは手 作りし、
パンの焼ける香りと淹れたてのコーヒーを楽
しんでいただきました。
③料理クラブ
神戸垂水ちどりではクラブ活動の 1 つに料
理クラブがあります。毎月人数制限を設ける
など感 染 対 策を行いながら、ユニットでの食
事レクリエーションとはまた違う雰囲気で楽し
んでいただいています。

フレ ン チ コ ー ス

宝塚ちどり
施設で生活する高齢者にとって食事は最大の
楽しみであり、生きがいに直結する重要なもの
です。日々の食事の工夫はもちろんですが、外
に出る機会が少ないご利用者の皆様に、外食
気分も味わって頂きたいと「どりどり亭」をオー
プンしました。
今回は嚥下咀嚼機能が低下された方でも召
し上がって頂けるフレンチをコースで楽しんで
いただくことに。テーブルセッティングも行い、
スタッフも正装にて身の引き締まる思いで挑み
ました。リゾットにはシェフからのパルメジャーノ

チーズ振りかけサービスなどパフォーマンスも
盛り込んだ演 出を行いました。宝 塚ちどり屋
上菜園で収穫したさつま芋、ビーツ、ハーブ
なども彩りに華を添えてくれました。
夢みたい！と驚かれる方、終始満面の笑みの
方、少し緊張しながらグラス片手に昔を回想
される方など反応は様々でしたが、私たち職
員も一 緒になって楽しい 時 間を過ごすことが
できてうれしく思います。
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ご家族・地域の皆様と晋栄福祉会
保 育

「見て！がんばりまめできたよ！」
〜雲梯って楽しい〜
走谷ちどり保育園

おちばい〜っぱい！たのしいな♪

介 護

保護者会より安田式遊具の雲梯を寄贈していただきました。園庭
に雲梯が設置されると
「うわー！」
と歓声をあげ、どうやって遊ぶのか興
味津々の子どもたちでした。
まずは先生が見本を見せると「やってみ
る！」
とやる気満々で遊び始めました。
初めは
「恐い！」
「次どうするの」
と恐る恐る雲梯にぶら下がって、手
を前に出そうとしていましたが、すぐにコツを覚え前へ前へと進めるよう
になりました。次は雲渡りに挑戦と友だち同士で競い合って楽しんで
います。
何度も繰り返して遊んでいるうちに手の皮が剥け、
「先生、見
て！」
とがんばりまめが出来たことを自慢する子どもたちです。

手作りおやつ〜月見団子をつくりました〜
ケアホームちどり
毎月、ご利用者の方と旬の食材を活かし手作りのおやつを作っていま
す。10 月は月見団子を作りました。
「久しぶりに作るわ。私は丸型にするの
は得意だから」
と率先して参加される方や、男性のご利用者の方も最後ま
で参加されました。
出来上がったものを召し上がられ、「満月を見ながら食べたものだなぁ」
と昔を思い出される方もいました。中には、
「今は秋だったんだね」
と月見だ
んごから季節を連想される方もおり、終始和やかな雰囲気でした。
現在、感染症の影響で、外出行事などの自粛を余儀なくされておりま
す。
ただ、その中でもできる何かはあるはずです。
これからも、その何かを常
に考えながら、ご利用者の方に安心して楽しんで頂ける企画を行っていき
たいと思います。

いちぶちどり保育園
壱分小学校区市民自治協議会の “ やまびこネットワーク ” のみなさまと、落ち葉あそ
び交流をしました。
今年はコロナ禍で地域の公園で集うことはできませんでしたが、園ま
でたくさんの落ち葉を届けてくださいました。
地面いっぱいの落ち葉に大興奮の子どもたち。
乳児クラスの子どもたちは、葉っぱの
感触を両手いっぱいに感じたり、擦り合わせて “ カサカサ ” という音を楽しんだりしてい
ました。
幼児クラスの子どもたちは、いろいろな種類の葉っぱを見つけて、大きさや形を
比べたり、見立て遊びを楽しんでいました。
中には
「おちばのおふとんや〜♪」
と、落ち葉
の中に埋もれてみたり、
「しゃわーみたい！」
と落ち葉を舞い散らせてみたり、ダイナミック
に遊ぶ姿も見られました。
壱分地域の自然豊かな環境の中で、視覚・聴覚・嗅覚・触覚を使った遊びを取
り入れることで、感覚を豊かにし、感性を育む保育を大切にしています。
コロナ禍で
あってもできる活動や交流を通して、地域とのつながりをさらに深めていきたいと感じ
た 1 日でした。

中山ちどり
中山ちどりでは、半年に一回の消防訓練を実施しました。施設スタッフ
だけでなく、消防署職員、消防設備点検のスタッフの方にも加わって頂
き、実際に館内で出火したことを想定してより実践的な内容となりました。
今回の訓練のポイントは初期消火と通報。施設の全スタッフが、近く
の消化器を持って速やかに初期消火にあたる動き、また、通報者が館
内放送や消防署とのやり取りをスムーズに行う動きを訓練しました。万
が一火災が発生した場合、全スタッフが複数の消火器や消火散水栓を
使用するため、自分の近くだけではなく、館内の消火設備を把握しておく
ことが非常に重要になります。後半の消火器の使用訓練では「消火器
が想像以上に重く、抱えるのは大変だった」
を実感したスタッフも。
もしも
のときにすぐに動けるようにしておくためには、定期的な訓練は欠かせま
せん。訓練を繰り返す中で新たな課題が見えてくるので、今後も引き続
き実施して参ります。

かわいい笑顔がいっぱいの
「ひかりの実」

喫茶タカヤマがオープンしました

中之島ちどり保育園

高山ちどり

今年も楽しみにしていたOSAKA光のルネッサンス
（中之島の水辺
に広がる光のアートフェスティバル）。
プログラムの1つ『ひかりの実』
に毎年参加させさせて頂いており、今年もみんなで
『ひかりの実』
づく
りを楽しみました。
ところが残念！今回はフェスティバルが中止となりました。
でも見て
ください！
！みんなで描いたかわいい笑顔が連なる
「ひかりの実」。恒例
の中之島公園「バラの小径」
ではなく、今年は保育園の中の
「なかの
しまちどりのき」
の側でかわいい笑顔のステキな光を輝かせてくれてい
ます。毎日親子で、
また職員と一緒に眺めながら、心癒される光に感
動！
！です。
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よ り実践的に消防訓練を実施

高山ちどりではご利用者の方々に少しでも気分転換をしてもらうため、
喫茶タカヤマを開催しました。
密を避けるためユニット単位で計 6 回に分け
て行い、
なるべくご利用者が自分で選択できるように、飲み物やケーキ、
お
菓子の種類を多く準備しました。
ご利用者もいつもと違うおやつタイムに、どんなメニューがあるのかと大
皿に並べられたお菓子を興味深そうにご覧になっていました。
席にご案内し、
メニューをお渡ししてご注文を頂く喫茶店スタイルにこだ
わった催しに、
「いっぱいあるねぇ」
「どれにしようか」
と悩まれたり、
「こんな
にいっぱい食べられへんわぁ」と仰られるなど、いろいろな反応を頂きまし
た。少ししてご様子を確認すると、お皿の上はキレイになくなっているとい
う、
なかなかの盛況ぶりでした。
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私の

ち ど り N E O

駆け出し 時 代

介護福祉士養成の専門学校を卒業してこの介護の世界に飛び
込んでもうそろそろ30年を迎えることになりますが、
学生時代は公
務員になりたくて公務員試験を受験したのですが合格することが
出来ませんでした。
その後、最後の実習先で就職活動を全くせずに

9：0０ごろ
【日誌確認】

出勤したらまず業務日誌を確認します。園
児の欠席の有無や周知事項の確認、各ク
ラスのその日の活動内容を把握した上で
業務にあたります。

就職先が見つかっていない私をその実習先の施設長さんに採用し
て頂き、
特別養護老人ホームで勤務することになりました。
入職当時の私は生意気で文句ばっかり言ってました。
（今もそう
かもしれませんが
（笑）
）
そんな私を本気で叱ってくれ、
指導してくれ
た、
たくさんの寮母さん
（今のケアワーカー）
たちがいました。
当時、
私と本気で向き合ってくれました。
そのおかげもあり、学生時代に

数年保育業界から離れていましたが︑保育の世界

なったのを覚えています。本当に辛い時にはなかなかその言葉も呑み込めずにいました
が、
自分にとって辛い出来事や失敗したこともそれがあったからと思える日が来るはず！
と、考えるようになりました。
まだまだ学びの日々ですが、今まで知らなかった○○○なこと
に気が付けた、無駄なことではなかったかもと前向きに捉えることで、
きっと良い方向へと
作用する、
自分を成長させるんだと信じることが出来るようになりました。
これからも“人生
に無駄はない”その言葉でパワーをチャージし前向きに歩んでいきたいと思います。
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の魅力や楽しさが忘れられず︑まずは派遣での保育

す私に
「人生に無駄はない！」
とにっこり返してくれました。
「そうやんな」
と気持ちが軽く

2020(令和2)年7月1日入職

士復帰を決め︑お世話になったのが御堂筋本町ちど

にまつわるエピソードを紹介します。

子どもたちが午睡をしている間に給食を
食べます。

副主任
岩永 涼太さん

主任
重本 玲奈さん

どんな時でもパワフル！いつ

責任感が強く、どんなことにも

15:00ごろ
【おやつ】

毎日手作りおやつを食べます。子どもた
ちはいつもおやつの時間を楽しみにして
います。

で も 子 どもたちと元 気 いっ
ぱい、体を動かして遊んでい
保護者の方にもとびきりの笑
顔で接するので、御堂筋本町
ちどり保育園の人気者です。

話せる友人がいます。色々聞いてもらいながら
「○○したのが良くなかったのかな…」
と話

増田 小織

り保育園でした︒職員の皆さんは気さくで一緒に働く

の仕事。
このコーナーでは、心に響いた言葉とそれ

12:00ごろ
【昼食】

長年保育士として同じように歳を重ねてきた同士には、仕事のことや家庭のこと、何でも

園長

のがとても楽しく︑月日 を重ねるごとに
﹁ぜひ私も一

面、
うまくいかないことや反省することも多い福祉

ます。

御堂筋本町ちどり保育園

緒に正規職員として働きたい﹂
と思う気持ちが強く

たくさんの人と関わり、
たくさんの喜びが溢れる反

職 員 みんなのお 姉さん 的 存

15:30ごろ
【お集まり】

一日の活動の振り返りをしたり、季節の歌
を歌ったりします。ピアノに合わせてみん
な元気いっぱいに歌っています。

16:00ごろ
【自由あそび】

在で頼りにしています。

大津さんについて教えて

h
my power p

なりました︒そして今年度より改めて仲間入りをし︑

わたしの
ズ
ー
レ
フ
パワーrase

現在は0歳児の担任をさせていただいています︒

す。
そのことを忘れずにこれからも精進していきたいと思います。

入 職 当 初 は〝 ブランク を 乗 り 越 え一人 前 として

皆さんのお陰で今の自分があると思っていて、本当に感謝していま

大好きな給食の時間！「おいしいね」「も
ぐもぐ」と声を掛けながら 1 人ひとりの
ペースに合わせた援助を行います。

デート 中です ︒ま た ︑担 任 として日 々成 長

新人の時にどうしようもなかった自分を叱ってくれ指導して頂いた

11：00ごろ
【給食】

す る 子 ど も た ち の 姿 を 見 ら れ るこ と が と

もっと色々なことを学びたいと思うようになりました。
それもこれも

帰 し 良 かったなと日 々感 じています ︒これ

だまだ学ばないといけないことがたくさんあることに気づかされ、

ても 楽 し く ︑正 規 職 員 と し て 保 育 士に 復

ケアホームちどり施設長
牧野 香織

してその時に出会った方たちと関わらせていただくうちに自分はま

からも 自 分 自 身の成 長 を 忘れず ︑子 ども一

「本気で向き合って育てて
くれた方たちに感謝！」

人ひとりが安 心し︑のびのびと成 長できる

時に被災地へ行くことになりました。
被災地を目の当たりにして、
そ

保 育を心 がけていきたいと思います︒

そんな時に阪神淡路大震災が起こり、震災から10日ほど経った

2020（令和2）年
4月1日入職

で き る だ ろ う か 〟と 不 安 が た く さ ん あ り ま し た

みの日には自ら研修に行くようになりました。

大津 美加さん
が ︑皆 さ んにサ ポートしていた だ き 楽 し くアップ

は全くやってこなかった勉強も一生懸命、取り組むようになり、休

10：00ごろ
【屋上園庭】

お天気の良い日は屋上園庭で遊んだり、
散歩に出掛けたりします。子どもたちは元
気に安田式遊具で体を動かしています。

職 員 の 仕 事に 密 着

その施設では男性の介護職員は私だけで親子のように歳が離れた

御堂筋本町
ちどり保育園

熱心に取り組む姿が印象的な
大津先生。他職種での勤務経
験から、幅広い視点で物事を
捉え自分の意見をしっかりと
持って後輩にアドバイスをし
たり先輩の話を聞いたりする
ことができます。コミュニケー
ション能力も高く、送迎時には
子どもの日中の様子を伝える
中で、大津先生らしいユーモ
アを交えて楽しく話し、保護者
からの信頼も抜群です。

お迎えの時間になるまで、好きな遊びを
見付けて保育者や友だちと一緒に楽しみ
ます。

17:00ごろ
【お迎え】

今日も一日楽しかったね。また明日。
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広 げよう

編集後記

昨年は各施設とも、新型コロナウ
イルス感染症対策のため、3密を避
け、ソーシャルディスタンスを確保
しながら、
どうすればご利用者の皆
様に喜んで頂けるかと、色々工夫し、
必死で取り組んで参りました。皆様
からのご寄稿を拝読しても、現場の
大変さはいかばかりかと推察致し
ます。
欧米で先行しているワクチン接
種については、日本でも供給が開
始されました。医療従事者や高齢
者を皮切りに、今年後半には一般
にも接種が進むと予想され、昨年
よりは『武器』を持って戦える環境
が整いつつあります。
私たちはエッセンシャルワーカー
としての自覚と責任を持って、
「もう
少し」
「あと一年」
という気持ちで、力
を合わせて頑張っていきましょう。
その先の日の出はもうすぐです。

ちどりの

WA
テーマ

輪

コロナ禍で遠出や旅行ができない状
況が続いています。皆さんが行きた
い旅先を教えてください。

大好きなカニを
北海道で食べたい

インドネシア
ケアホームちどり

永井 里奈

行きたい旅先

鶴見区西部包括

井田 祐子

高山ちどり
大和田ちどり

神戸垂水ちどり

サポートハウス
川面ちどり保育園
壱分町ちどり

廣部
西岡 利隆
舞衣

川上 裕也

智鳥保育園

服部 麻理

高山ちどり
走谷ちどり保育園

北恩加島保育所

高山ちどり
いちぶちどり保育園

神戸垂水ちどり

川面ちどり保育園

川面ちどり保育園
東中本保育所

北恩加島保育所

神戸元町ちどり保育園
川面ちどり保育園

あまだのみやちどり
萩の台ちどり

廣部
利隆
山本 彩織

平岡 美郷

廣部ありさ
利隆
北村

ディズニーランド
「ミッキーに会いたい！」
宝塚ちどり

モンティエル・リザベル

小規模多機能ホーム
中山ちどり

三枝 真也

入交
藤田 美沙
真孝

中山 竜一

吉岡 麻衣

入交
杉山美沙
由

中吉 彩華

大久保
入交 美沙
美希
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韓国「韓国グルメを
楽しみたい！」

アクアパーク品川
「イルカショーが観たい！」
茨田大宮ちどり

天野 真澄

中山ちどり
定期巡回ステーション

塩谷 加織

高山ちどり別館
萩の台ちどり

宝塚米谷ちどり

たかとりちどり保育園

東中本保育所
萩の台ちどり

新福島ちどり保育園

福寿荘

萩の台ちどり

城東ちどり保育園

東野田ちどり保育園

中之島ちどり保育園

本郷
楯岡雅人
翼

近藤 恵子

白濱 優花

本郷
斎藤 雅人
怜奈

喜多 里帆

森田
本郷都紀子
雅人

社会福祉法人 晋栄福祉会 広報委員会
広報委員長 藤本 麻里子
（新福島ちどり保育園 園長）
広報委員
鶴賀 直土
（中山ちどり）
髙田 幸代
（東中本保育所 所長）
編集担当

岩佐 俊英
（法人事務局 広報担当）

宝塚ちどり

本誌記載の所属
（肩書）
は、
2021(令和3)年2月1日現在のものです。
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橋本 世志子

ナーシングホーム智鳥
チョウ ケイキョウ

張 彗喬

高宮 勉

本郷 雅人

宮脇 照己

平田 由梨歩

藤原 優花

御堂筋ちどり

伊豫 明希恵
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