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中之島ちどり保育園
三ノ宮駅

西九条駅
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大阪市立北恩加島保育所
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大阪府
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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」

神戸垂水ちどり
（神戸市垂水区）
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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）

社会福祉法人晋栄福祉会

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）

https://www.chidori.or.jp

TEL（06）6282-3888
FAX（06）6282-3800

〒576-0031 大阪府交野市森南2丁目15番1号
TEL（ 072）892-1351
最寄駅 京阪交野線「河内森駅」
・JR学研都市線「河内磐船駅」FA X（072）892-1460

高山ちどり
（特養、SS、DS）

〒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」

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
〒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」

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）

奈良県

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
最寄駅 阪急今津線「逆瀬川駅」

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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7

コロナ禍での工夫と実践

8

施設紹介

9

2020年度法人事業報告

2019（令和元）年7月に晋栄福祉会の高齢者施設
としては初めて神戸市内に開設しました。明石海峡大
橋や淡路島を望む抜群のロケーション、館内は和モダ
ンな内装で旅館のように落ち着いた雰囲気になって
います。ノーリフティングポリシーに基づいた介助の
実践、ICTの活用、何よりも『おもてなしの心 』を大切
に「ここに入居して良かった」
と心から感じていただけ
るよう、笑顔で邁進して参ります。

2021（令 和3）年3月、幼 保 連 携 型 認 定こども園 あまだのみやちどりこども園（大 阪 府 交 野 市）の 新 園 舎 が 竣 工しま
した。美しい自然に調和した山小屋風の外観。真新しい園舎、広々とした園庭で、子どもたちの歓声が響いています。
最新の設備と優れた環境を活かし、地域のニーズを汲み取り、地域とともに新たな歴史を紡いで参ります。
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11 Chidori News
12 くんがいしょう
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二事業所で実務者研修を同時開講！

〜介護福祉士の資格取得を法人でサポート！地域福祉の担い手を育てたい〜
神戸垂水ちどり

中山ちどり

垂水区高丸の高齢者施設『神戸垂水ちどり』でも実務

2016（平成28）年度の介護福祉士国家試験から、実

者研修が受講できます。2019（令和元）年7月に神戸垂水

務 経 験3 年に加え、介 護 福 祉 士 実務者研 修の 修 了が必

ちどりがオープンし、神戸や明石方面にお住まいの受講希

須となりました。中 山ちどりでは法 人職 員の 介 護 福 祉

望者が増えました。
「神戸垂水ちどりで受講出来たらいい

士の資格取得をサポートすること、地域福祉の担い手と

な」というニーズにお応えするかたちで、今年度からキャ

して 貢 献 で きる人材 を 養 成 することを目 的 に、2 017

リアサポートちどり垂水校として開講しました。受講生は

（平成29）年からキャリアサポートちどり（介護福祉士

宝塚校と垂水校の2会場から通いやすい方を選ぶことが

実務者研 修）を開校しました。また、職員の受講の負担

できます。垂水校は神戸垂水ちどりで働いている介護職員

を軽 減し、受講を勧めるため、研 修 修了後1年間当法 人

（現ユニットリーダー）と看護師が講師を担います。講師

で 勤 務 すると、受 講 料 の 全 額を補 助するというキャッ

は実務者研修の講義をしながら、受講生の方々に神戸垂

シュバック制度を創設しました。今までも多くの職員が

水ちどりの取り組みや雰囲気をお伝えしていきます。受講

受 講 を 修 了し 、研 修 者 の ほ と ん ど が 国 家 試 験 に合 格

生の方が神戸垂水ちどりで働くことに興味を持ったら採

し、介護 福祉士となりました。当初は、受講生の多くが

用担 当者と直 接話 が できる場を設 定することも可能で

当法 人の職 員でしたが、毎年研 修を続ける中で地 域 で

す。垂水校開講初年度の今回は9名の受講がありました。

の周知も進み、今では受講 生の半 分以 上が地 域の方で

来 年 度 以 降、キャリアサ

占められています。今 後も

ポートちどり垂 水 校 のさら

法 人 職 員 、地 域 の 方 の 介

なる 認 知 度 向 上 に 取り組

護 福 祉 士 が 増 える ように

み、
「ここで受講して良かっ

取り組みたいと思います。

た」と思ってもらえるように

❻
●
①園舎全景

②園舎（南面） ③ポーチ

❼
●
④ホール

⑤二階多目的ホール

⑥屋内階段

⑦トイレ（1階）

⑧なぎさプール

⑨調理室

笑顔の交流

〜高齢者施設入居者と保育園児〜
神戸エリアに、神戸元町ちどり保育園、たかとりちどり保育園の2園が
あります。そして、明石海峡大橋を眼下に望む垂水区高丸の地に、高齢者
介護施設「神戸垂水ちどり」を2019（令 和元）年7月に開設しました。互
いの利用者の笑顔を増やすために、園児が 施設を訪問し入居者と交流す
る機会を設けています。一 緒に歌を歌い、ゲームや手あそびをして、楽し
いひと時を過ごします。満面の笑みで迎えてくださる高齢者。はじめは恥
ずかしそうにしている園児もすぐに慣れ、うれしそうな表 情に変わりま
す。入居者も、職員も、保育士も、みんなが笑顔になるひと時です。
新型コロナウイルス感染拡大のため、昨年度は実施できませんでした。

していきます。

今年は実施できると楽しみにしていたのですが難しい状況です。そこで、高
齢者の施設で行われる「夏のつどい」に合わせて、壁面掲示を共同制作する
形で交流することにしました。子どもたちが作る夏らしいパーツ作品がどの

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。

ような形で表現されていくのか楽しみです。これからもいろいろな形で交
流を続け、互いの笑顔が広がるようにしていきたいと考えています。

2

晋栄福祉会の 研修制度紹介
私たちはコロナ禍でも

特集

人材育成に真剣勝負！！

活かせる知識・役立つスキル ・働きながら資格取得も！！
detail

J1 〜 J3研修

Training System Information

detail

法人では、研修委員会が主催するグレード研修が開催さ

法人研究発表
大会

れます。J1 〜 J3とも年3回行われ、対象者に合わせた研修
内容が設定されています。新人のみなさんが体験する最初
の研修（J1の1回目）は、スタートアップ研修です。
「仕事の
スタートに向けて必要なこと」や「社会人・職業人として

J1（新 人、入 職 〜 3年 程 度 の 若 手）、J2（中
堅、後輩を指導するリーダー）、J3（ベテラ
ン、次世代の管理職を目指す方）を対象と
したグレード研修です。

の心得」などを学びます。今年は新型コロナの影響により、

年1回（1月末頃）開催する法人の大イベン

オンライン研修となりましたが、全ての職員に必要な研修

トで、介護・保育両部門の職員が1年間の

を必ず提供するぞ！という委員の熱意の元、続く研修につ

業務や取り組みに関する研究成果を発表

いても計画通り実施して参ります。J2研修はリーダーとし

します。記念講演もあり、法人以外からの

て後輩を引っ張る中、よりコミュニケーション能力や、創

聴講者もお招きしています。

造力を高めることを目的としています。J3研修は、将来、指

オレンジリボン研修・
虐待防止研修

の準備が主な目的です。新人オリエンテーションでは楽しい親睦会もあ
ります。

内定者が各園、各施設に配属され勤務を開始するまでに法人の理念や職

務における基本的な知識を学ぶための研修です。
研修では参加者同士の交流を深めるため、いくつかのグループに分かれ
参加者同士が話し合う機会も多く設けています。みんなそれぞれ、配属先

detail

detail

ノーリフティング
研修

ノーリフティング推進協会主催の基礎研修（eラーニング）や、同協会配信
の動画を活用した研修を、法人内で足並みを揃えながら行っています。
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て、活動や成果を法人全体で共有し、更なるサービス向上
につなげるとともに、発表チームのチームワークやプレゼ
ン力も高めることができます。
また、大会内で外部講師をお招きし、様々な分野や視点
でお話しいただく記念講演も開催しています。昨年度は新
型コロナの影響で、発足以来初めて「一年延期」となりまし

オレンジリボン研修は、虐待防止委員会の保育部門で行われる、子ど
もの人権研修です。介護部門では、職員の虐待防止に向けた啓発活動
を推進しています。

法人内保育職員を対象に「子どもの人権」について学ぶ研修を行ってい

会を、地域の方へも公開しています。
高齢の虐待防止委員会では、アンガーマネジメント研修などを企画し、
エリア毎に研修を実施して虐待防止に努めています。

い介護）を導入・推進しています。法人職員にノーリフティングの考え

ノーリフティング委員会では、直接高齢者の介護に携わる職員に、全国

発表する場として、本大会を開催しています。発表を通じ

持ちます。また、年に1度は「子育て支援事業」として親子で参加できる講演

介護部門では、ノーリフティングポリシー（持ち上げない・抱え上げな
方を浸透させ、介護サービスの品質向上に取り組んでいます。

に向け、常にテーマを持って取り組んでおり、その成果を

ます。外部講師に依頼し、いろいろな方面から人権について考える機会を

は違っても一緒の法人で働く仲間がいるんだ、ということを研修や親睦会
で感じてもらい、安心して働ける手助けになるよう願っています。

ご家族等）へのサービス向上や、職員の知識・技術の向上

委員一同取り組んでいます。

内定者研修や新人オリエンテーションを用意しています。入職に向けて

detail

法人では、介護・保育両部門のご利用者（高齢者、児童、

た。今年度はオンラインなども組み合わせ、開催に向けて

導的立場で活躍が期待される職員を対象としています。

入職前研修

Training System Information

detail

介護職員初任者研修・
他

晋栄福祉会の一部施設では、介護職員初任者研修や、介護福祉士実
務 者 研 修 を 行 っ て お り、職 員 が 働 き な が ら 受 講 す る 場 合、費 用 の
キャッシュバック制度を利用できます！

『キャリアサポートちどり』として以下二つの研修を開講しています。
介護職員初任者研修は、介護職の基本となる知識・技術を習得する研修
で、取得によりキャリアをスタートし、さまざまな働き方で活躍できます。

今年は新型コロナの影響で、開催されない研修もありましたが、介助す

介護福祉士実務者研修は、平成28年度より介護福祉士国家試験に必須の

る側、される側双方にメリットのあるノーリフティングポリシーを、広く

研修となりました。中山ちどり、神戸垂水ちどりにて開講。法人スタッフの

理解・運用できるようにするために取り組んでいます。

資格取得や、地域福祉の人材養成をサポートしています。
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コロナ禍での 工夫 と 実践
新型コロナウイルスの感染予防策を取りながら暮らす日々が続いています。
現場ではさまざまな工夫で、子どもたちや利用者の皆さんが
通常時と同様の活動ができるように取り組んでいます。

東中本保育所

晋栄福祉会では、
個々の職員のキャリア毎に、
必修または推奨される研修がリストアップされています。
（下図参照、
他にも施設ごとに特色ある研修が存在します。
）
また、
職務上必要と認められ、
本人が希望する場合は、
様々な外部研修や講演会に参加することも可能です。
「これは勉強したい！」
ということがあれば、
自ら発信してみてください。
法人は、
自発的にスキルアップを
目指す職員を、
力いっぱい支援します！！

プール遊び

一年を通してさまざまな遊びを経験する中、夏
のプール遊びは子どもたちにとって大きな楽しみ
の一つです。例年幼児クラスは常設のプールに入
りますが、昨年度はまずプール遊びを実施するか、
実施するのであればどのように進めていくか検討
を重ね、感染防止に努めながら5歳児のみ実施す
ることにしました。対策を十分にとり、ルールや約
束事を子どもたちと一緒に確認しながら徹底する
ことで、遊びを保障し、保育所生活最後のプール
遊びの楽しさを味わうことができました。
今年度は昨年度のプール遊びでの対策や流れ
を再度確認し、それを全職員で共有し、3・4歳児も

萩 の 台 ちどり

晋栄福祉会の 主な研修

実施しました。コロナ禍においての保育も2年目と
なり、昨年度と同じではなく一歩前進できるよう、
さらに職員間で検討を重ねながら進めていきまし
た。プール遊びだけではなく、今の状況の中で、た
だできないではなく何ができるのかを考え、より
良い保育を行っていきたいと思います。
【具体的な対策】
● クラスを半分に分け、
少人数で行う
● 一度にプールに入る人数を制限する
● プールに元々ある線を活用し間隔を空けて座る
● 着替えをする際、
接触を防ぐため保育室の出入り
など動線を考える

梅ドロップ作り

コロナ禍で、思うように外出できず、室内でも
密にならないように注意して過ごしていただい
ている中で、萩の台ちどりでは、各ユニットで少
しでも楽しく刺激あるイベントを実施しようと工
夫を凝らした活動を心掛けています。
今 回 はこれからの 暑 い 時 期を乗り切るため
に、梅ドロップ 作りを行いました。この時 期にと
れる青梅をつかって、初夏の香りを感じていただ
くとともに、作成の工程を楽しみ、完成後もおい
しく味わっていただくことが目的です。
青梅の汚れを落とし、竹ぐしでしっかりヘタを
取る作業を、ご利用者は笑顔いっぱい楽しみな

がら、熱心に取り組んでくれました。
「 昔、自家
製の梅酒を作っていた」との体験が聞けたり、
「い つ 飲 めるんや？」と質 問されたりと、
作業が進むにつれ、興味も熱意も高まっ
ている様子が伝わってきました。氷砂糖
と梅を交互に重ねていき、梅ドロップ作
りは完了。
熟成し、頃合いになったら皆で口にす
るときが待ち遠しいです。思うように活
動 できない 状 況 が 続きます が、今 回 は
おいしい工夫 で、初夏の楽しいひと時
を過ごすことができました。

介護
キャリアパス
ユニットリーダー／
プロジェクトリーダー

課長／部長／施設長

サブリーダー
ケアワーカー

1年目〜

5年目〜

10年目〜

20年目〜

新人研修

エルダー研修

安全管理研修

財務研修

マナー・接遇研修

法人研究発表会

主任介護支援専門員研修

組織運営管理研修

救命・救急講習

中堅研修

認知症実践管理者研修

施設長研修

認知症管理者研修

OJT研修

人事・労務研修

虐待防止研修

介護福祉士資格

社会福祉士資格、
他

人権研修

介護支援専門員資格

介護福祉士受験対策講座
リスクマネジメント研修

保育
キャリアパス
副園長／園長

中 之 島 ちどり保 育 園

給食時間

流水と石鹸でしっかり手を洗い、手洗い後は全
児ペーパータオルを使用。そして、マスクを外し、
子どもたちが毎日楽しみにしている給食の時間
です。幼児クラスは4人用机から2人用机に変更。
机の間隔もできるだけ離し、食べる時は職員の手
作りスタンドを真ん中に置いています。
「お店みた
いやな〜」
「触ったらダメやねんな〜」
と言いなが
ら新しい環境を楽しんでいる子どもたち。お友だ
ちとの楽しい会話は少し我慢しなければなりませ
んが、
「つば、
とんだらあかんねんな〜」
と、年長児
たちは状況やルールを理解しながら給食時間を
楽しんでいます。
乳児クラスも机の数を増やし、子ども同士の
間隔を広くとり、幼児クラスと同じようにお友だ
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副主任／主任
クラスリーダー
ちとの間に手づくりスタンドを置いて食べてい
ます。初めは気になりスタンドを倒したりもして
いましたが、今では環境にも慣れ落ち着いて食
べています。
また、職員は子どもたちから離れ、交代で「ひ
だまり」で社員食堂のように（？）一方向を向い
て黙々と
（笑）食べていますが、小さなステキな
交流の場となってきています。
机や椅子、手作りスタンド、床等、毎日の消毒
徹底など、これからも感染リスクを少しでも低
減させるための工夫を行い、子どもたちに楽し
い時間が少しでも多くもてるように保育内容を
考えながら進めていきたいと思います。

保育士

1年目〜

5年目〜

10年目〜

20年目〜

新人研修

外あそび指導者研修

カウンセリング講座

甲種防火管理者

マナー・接遇研修

主任保育士研修

中堅研修

安全管理研修

救命・救急・AED研修

オレンジリボン研修

育児相談員

安全衛生推進者養成講習

リトミック研修

SNS研修、
他

法人研究発表会

人事・労務研修

人権研修

組織運営管理研修

虐待防止研修、
他

園長研修

腰痛研修、
他
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社会福祉法人晋栄福祉会 法人事業報告

2020（令和2）年度決算報告書

（単位：千円）

法人役員名簿

貸借対照表

役職

資産の部
当年度末

茨田大宮ちどり（大阪市）

門真市役所前の便利な立地で、1階は訪問介護事務所（くす

茨田大宮地域在宅サービステーションちどり
（通称：茨田大

のき介護センター市役所前）、2階は居宅介護支援事務所（く

宮ちどり）は、大阪市鶴見区茨田東の集合住宅街の一角にあ

すのき介護相談センター）
となっています。市役所前の通りに

り、在宅サービスを提供している介護事業所です。居宅介護支

面した緑のテントが目印です。日中は常に人通りがあるため、

援、通所介護、訪問介護、総合相談の4部署で構成され、地域

理事長

濵田

和則

職員が花壇を整備し、月に数回周辺のゴミ拾いをするなど、少

の様々なニーズに応えるべく活動しています。中でも総合相

理事

大草

亘

しでも気持ちよく通っていただけるよう努めています。新型コ

談は、ご高齢者に需要が高く、必要に応じて医療機関や区役所

ロナウイルス感染防止のため、換気、アルコール消毒の実施、

とも連携しています。

流動資産

2,229,691

固定資産

17,616,903

理事

瀬川

央

資産の部合計

19,846,594

理事

濵田

智

理事

松尾

幸則

理事

大北

淳

今後が不安」等々。誰もがいずれ関係する
「介護」
という課題

の見直しや支援の拡充を行っています。地域や関係機関から

に対し、相談に来られた方が少しでも安心できるよう努めて

「茨田大宮ちどりが関わっているので、安心」
という声をいただ

負債の部
流動負債

1,678,482

固定負債

9,409,666

負債の部合計

11,088,148

純資産
純資産部合計

8,758,446

負債及び純資産の部合計

19,846,594

事業活動収支計算書
勘定科目

本年度決算

サービス活動収益計

7,633,461

サービス活動費用計

7,280,369

評議員

生田

篤也

評議員

川田

和子

評議員

菅

評議員

藤岡

新昌

評議員

松下

憲一

評議員

水﨑

勝

353,092

評議員

渡邊

圭造

サービス活動外収益計

147,940

監事

三好

隆夫

サービス活動外費用計

96,173

サービス活動外増減差額

51,767

監事

吉本

悟史

経常増減差額

404,859

特別収益計

430,835

特別費用計

430,772
62
404,921

当期活動増減差額
次期繰越活動増減差額

3,897,329

資金収支計算書
勘定科目

本年度決算

2021（令和3）年3月31日現在

総

括

1)介護事業
2020（令和2）年8月、神戸垂水ちどりにて、新
たに神戸垂水ちどりケアマネジメント事業を開
始しました。

7,776,659

2)保育事業

事業活動支出計

6,876,328

2020
（令和2）
年4月、大阪府交野市立第1認定
こども園の民営化により、公私連携・幼保連携
型 認 定こども園『 あまだの みやちどりこども
園』を開設。2021（令和3）年3月には新園舎が
完成し、定員も210名へと一回り大きくなりま
した。

900,331

施設整備等収入計

641,138

施設整備等支出計

1,054,367

施設整備等資金収支差額

-413,229

その他の活動収入計

26,845

その他の活動支出計

142,348

その他の活動資金収支差額

-115,503

当期資金収支差額合計

371,599

前期末支払資金残高

948,723

当期末支払資金残高

1,320,322

近年、認知症による
「徘徊」
のケースが増え、地域や医療機関

当事業所は、市役所へ介護保険の申請に来られて、その後

の相談に応じて、居宅介護支援サービスにつなげるようにして

にお悩みのある方の支援をしてきました。
「申請後はどうした

います。地域住民との情報共有を大切にし、必要に応じて
「地域

らよいか」
「 車椅子を使うにはどうすれば」
「 親が入院したが、

ケア会議」
を開催、各関係機関との意見交換を通し、支援内容

参りますので、どうぞ気軽にお立ち寄りください。

きます。今後もこのような声に応えられるよう、事業所一丸で
頑張ります。

サンハウス北島（門真市）
サンハウス北島は2012（平成24）年10月に、ナーシング

事業活動収入計

経常活動資金収支差額

アクリル板設置の対策を講じています。

幹夫

サービス活動増減差額

特別増減差額
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氏名

くすのき介護センター（門真市）

施設紹介

2020
（令和2)年度

大和田ちどり（門真市）
門真市野里町にある大和田ちどりは、2004（平成16）年7

ホーム智鳥と同じ門真市北島町にオープンした古民家型デイ

月にデイサービスセンター大和田ちどりとして開設しました。

サービス(通所介護)の事業所です。

当初は日帰りのみのサービス提供でしたが、介護保険制度改

室 内は古 民 家を一 部 改 装し、梁や柱 、土 間などを活かし

正を受けて、2007（平成19）年4月、登録していただいたご利

て、日本人には懐かしさを感じられる空間となっています。中

用者お一人お一人のニーズに合わせ、ケアマネジャーが「通

庭には畑もあり、ご利用者には野菜作りの体験などもしてい

い」
「 訪問」
「 宿泊」の3つのサービスを組み合わせて提供でき

ただいています。実際に畑で育てた野菜を使って、定期的に

る小規模多機能ホーム大和田ちどりの事業を開始しました。

ご利用者とお鍋をしたり餃子を焼いたりしています。自分た

今年で17年目を迎えますが、この1年はコロナ禍で思うよ

ちが作った野菜を自分たちで調理して食べるので、ご利用者

うに地域に出向くことができず、施設の中でできることや、古

からとても喜ばれています。一日の定員が10名までと、小さ

民家の特徴を活かして
「まるで自宅にいるように」安心してお

い規模のデイサービスですが、その分ご利用者お一人お一

過ごしいただけるよう、施設環境を大切にしながら、介護サ

人に寄り添い、細やかな心配りを通して、その日一日を楽しく

ポートを提供しております。これからもスタッフ一同、ご利用者

過ごしていただけるよう、精進していきたいと思います。

が安心して利用していただけるように頑張っていきたいと思
います。どうぞ宜しくお願い致します。

2020（令和2）年4月、神戸市にたかとりちどり
キッズ
（小規模保育事業・定員19名）
を開設しま
した。
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今 年も新 戦 力が 加わりました！ ■

■

ご家族からの申し送りを送迎者から聞
き、検温と消毒をしてもらった上で、ユ
ニットにご案内します。

智鳥保育園

笑顔で頑張る2名の新卒職員

戻ってきてくれた新戦力

今年度、2名の新卒の職員が新福島ちどり保育園に入職しました。
二人とも、毎日、子どもたちと笑顔で触れ合い、頑張っています。
●学生の時に新福島ちどり保育園で保育実習を行いました。そこか
ら就職につながり、今年度4歳児クラスを一人担任しています。
「分か
らないことは先輩に尋ねる」
。基本的なことですが、
これが大切である
ことに改めて気づきました。今は、まずは気持ちの良い挨拶を心掛
け、子どもたちの成長を近くで見守ることができることにやりがいを
きざわ

れる保育園だったそうです。
5歳児は、毎週月曜日午前中、お茶指導を40年間取り入れてきま
した。いつもは、元気に走り回っている子どもたちも、
この時間は、集

いけうち

まじゅ

今年、宝塚ちどりに入職した池内 真珠です。現在は特養部の
「ふじ
すみれ」
ユニットで勤務しています。趣味・特技はブレイクダンスで
す! 動くことが好きなので、体力には自信があります。人との関わり
やご利用者の笑顔が好きで、介護福祉を楽しみながら頑張っていき
慣れないことや、戸惑うこともありますが、ご利用者に寄り添い、
ニーズを汲み取るために、日々、目的を持って関わることを目指して
います。先輩方の言われる
「根拠のある介助」
を基本に業務をこなし
ていけるようにしたいです。一人ひとりに合った支援を行うことは、
教科書で学んだだけでは難しいことをこの数カ月で痛感しました。
よりご利用者に適した支援を届けるために、もっと経験を積み、広い
視野で物事を捉えられるようにしていきたいです。
最近、仕事を覚えていくうちに、筋トレが必要ではないかと思い、
自宅で筋トレをしていますが、筋肉がついた感じがしません。オスス
メの筋トレメニューがあれば、池内までよろしくお願いします。
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みらい

ん。少しお茶目な一面もある田村さんですが、ハキハキと受け答え
され、何事にも明るく一生懸命に取り組んでいます。そんな一生懸
命な仕事ぶりをみて、私たちも毎日刺激を受けています。
私も、右も左も分からない状況で介護業界に入りました。そんな
時は、先輩方に一から優しく教えていただいたことを今でも覚えて
います。また、ご利用者の方にも励ましていただき、乗り切ってこら

12:00【食事介助】

ご利用者の出来ない部分はお手伝いをし
ます。ご利用者とコミュニケーションを取り
ながらゆっくり召し上がってもらいます。

13:00【食後の談話】

「元気にしてた？」
と声を掛けて下さり、久
しぶりに会うご利用者との会話に花を咲
かせます。

入 所 系と短 期 入 所 系 の 両 方

介護の仕事は体力的にも精神的にも大変だと思います。でも田村

んどん先輩職員に聞いてください。皆、優しく教えてくれますよ。
ご利用者の皆さんと活気ある生活を過ごせるように今後も一緒に
てまりそう

頑張っていきましょう♪
（手鞠草サブリーダー

川田 奈緒美）

い言葉かけと、丁寧な対応で

互いに刺激になっています。

います。

ることがあると思います。分からないことや疑問に思ったことは、
ど

ご利用者に対していつも優し

ちもその仕事ぶりをみて、お

いますが、先輩職員の一人として、私の経験を伝えていけたらと思

のユニットに携わる部署なの

16:00【退所の準備】

数日過ごされた後は、忘れ物がないかを
チェックし、施設でどのように過ごされて
いたかを手紙に書いて、ご家族にお渡しし
ます。
「自宅みたいにゆっくりできたわ」
と
仰っていただけることを目指しています。

ユニットリーダー
片岡 有里乃さん

古橋 勇二さん

取り組まれているので、 私た

れたように思います。これから、様々な壁にぶつかる事もあるかと思

さんもきっと、
この時は大変だったけど頑張っていてよかった！と思え

生活相談部主任

（ショートステイ担当）

で、覚えることも沢山あるか
と思います。一緒にどんどん
経験して、自信をつけていき
ましょう。分からないことがあ
ればサポートしますので、遠
慮なく聞いてくださいね。

平井さんについて教えて

たいです。

たむら

2021
（令和3）
年4月ケアホームちどりに入職された田村 未来さ

私が福祉の道へ進み始めたのは︑大学受験を控えた

日々学び、成長しています

これから一緒に頑張りましょう

高校三年のときでした︒﹁今の時代︑
一生使える資格を

ケアホームちどり

宝塚ちどり

持っておいた方がいい﹂
という母の言葉に背中を押さ

11：30ごろ
【昼食の準備】

ご利用者の好みやお身体の状態に合わ
せて、温かい飲み物を準備したり、とろ
みをつけたりします。

れ︑社会福祉士の資格取得を目指せる関西学院大学

智鳥保育園の強力な戦力間違いなし！
！

への進学を決めました︒大学で本格的に学ぶにつれて一

「和顔愛語」
が自然とできる保育者です。子どもたちからも大人気！

2021（令和3）年
4月1日入職

じ︑だんだんと福祉の世界に興味を深めていきまし

お菓子のようですが…。

平井 大毅さん
やく1日の流れが身についてきました︒働い

がたくさんありますが、楽しんで参加しています。一番の楽しみは、

だ い き

つ一つの知識が自分の中でつながり広がっていくのを感

き方、お菓子のいただき方、お茶の飲み方等々、お作法を覚えること

ひ ら い

た︒学生の間に国家試験に合格することができ︑今年

その日の予定の確認や、特記事項、ご利
用者の体調の変化などを申し送りしま
す。ICTを活用し、記録入力はタブレット
でスムーズに行います。

中山ちどり

（特養・ショートステイユニット）

4月から中山ちどりでお世話になっています︒

中して真剣に取り組みます。正座をしての挨拶の仕方や畳の上の歩

10：50【申し送り】

て感じるのは︑座学で得た知識よりも現場に

ま な

いでのびのびしていること、働きやすさ等現場を離れてみて、心惹か

出ないと分からないことの方が多いというこ

あらき

す。長く働けるように頑張っていきたいと思います。
（荒木 麻名）

戻ってきてくれました。園長先生、智鳥保育園の仲間、自然がいっぱ

とです ︒日 々情 報の更 新 が必 要な福 祉の職

うようにしています。このことで信頼関係を築けているように思いま

保育園に入職し、5年間勤務していました。一旦退職しましたが、再び

場ですが︑変 化にも柔 軟に対 応しつつ︑その

います。複数でクラス運営をしているので、時間を見つけては話し合

5歳児担任をしています。実は、2013
（平成25）
年4月に新卒で智鳥

方に合ったケアを提供していけるようこれか

育園勤務です。家族や職場の皆さんの協力があってこそと感謝して

か

ら精進していこうと思います︒

年度、2歳児クラスを複数で担任しています。子育てをしながらの保

り

入職当初は初めての介護に不安もありましたが︑

●園見学をきっかけに新福島ちどり保育園に就職することになり、今

きのした

2021
（令和3）
年1月より勤務しています、木下 理賀さん。今年度

同じユニットの先輩方に丁寧に教えて頂き︑今はよう

感じながら働いています。
（木澤 かりん）

9：00〜10：00
【ショートステイの迎え入れ】

入 職 1 年 目 職 員 の 仕 事に 密 着

新福島ちどり保育園

C hid o ri N e ws

ち ど り N E O

入職当日、緊張しながらユニッ
トに入ってきたのが印象的でし
たが、すぐに打ち解け、ご利用
者からの人気も高く、安心しま
した。疑問に思っていることは
すぐに聞いてくれるため、何が
分からなくて何に困っているか
がすぐに理解できました。誰に
でも優しく、すべきことを自分
で考えて行動する姿を見てい
ると、色々なことをどんどん教
えたいと思わせてくれる、将来が
とても楽しみな人材です。
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ご家族・地域の皆様と晋栄福祉会
保 育

3 種類のアカウントで毎日投稿
「保育の見える化」をインスタで
東野田ちどり保育園

絵本から広がる保育

介 護

2009（平成21）年5月に開園し13年目になり、
インスタグラムを始めて3年になろうとしていま
す。保護者の価値観の変化や技術の発達に柔軟に対応しながら、保護者が望まれていることを
共通理解することを大切にしています。
投稿を開始した直後から、意見を交わしながらセキュリティを強化しました。
「承認」
された方の
みが見る事ができるアカウント、一般の方々が自由に見て頂けるアカウント、
はばたキッズ（卓球）
のアカウント、
と区別をしました。一般のページにおいても個人が特定されない画像で、
より保育
の雰囲気を伝えることで、
「就活」
と共に
「保活」
の方も説得力のあるものにしています。
「毎日投
稿」
をかかげて、人材確保・園内紹介・職員の休日などの投稿を職員一丸となり取り組んでい
ます。
また、
コロナ禍における緊急事態宣言発令中の登園自粛期間には
「インスタ保育園」
と題し
て、毎朝10時に職員劇・歌・手遊び・体操・クイズを投稿しました。
コロナ禍において大きな
意味を持つ形で皆さんの笑顔につながりました。就活中の方・保活中の方の反応は想像以上
でした。

農園クラブ〜みんなで玉ねぎを収穫しました〜
福寿荘
毎年、11月頃に福寿荘の裏にある畑に玉ねぎの苗を植えています。今年は晩生と
いう種類と紫玉ねぎの種を植えて、毎日の水やりや雑草の処理をクラブメンバーが行
い、丁寧にお世話をしてきました。
5月下旬にご利用者6名と職員4名で収穫を行いました。根っこと玉ねぎの葉をみん
なでカットし、大小およそ400個近くの収穫量となりました。収穫した玉ねぎは、厨房職
員によりサラダやみそ汁、
カレーなどに調理され、毎回の食事に出されるようにしていま
す。
ご入居者が裏の畑でとれた玉ねぎとわかると
「あ〜、
あの時の玉ねぎか！もうご飯に
出てくるんやな。
おいしい！」
などと評判も上々。少しずつ味わっていただく予定です。
現在、新型コロナの感染予防のため、
なかなか外出ができない状況ではあります
が、
その中でもご利用者は農作業など自分の役割を見つけています。今はさつま芋を
植えて秋に焼き芋をする予定。今後もクラブ活動を通じて、
ご利用者の生きがいにつ
ながるようにしていきたいと思います。

川面ちどり保育園
子どもたちは毎日たくさんの絵本と出会います。
自分で読んだり、
お家の方や保育士
に読んでもらったり…。子どもたちは大好きな人に自分の好きな絵本を読んでもらうこと
を楽しみにしています。
保育園では、絵本や子どものつぶやきをきっかけに保育を進めています。
「制作」
や
「描画」
「表現」
など日々の保育や行事を子どもたちの
「大好き！」
を中心に構成してい
ます。例えば、魚の絵本や図鑑をよく見ていたクラスは、廊下にジャンボロール紙を敷
き、
それを川に見立てて魚スタンプで遊び、
『おたまじゃくしの101ちゃん』
を読んだ後
には、折り紙やお絵描き、粘土遊びにつながります。中には本当に101匹のおたま
じゃくしを描き、
「先生、数えてみて！」
と見せにくる子も…。
（101匹数えるのはなかな
か大変でした）
いずれも子どもの
「好き！」
「やってみたい！」
が活動のきかっけになっ
ています。
子どもたちは、
“絵本の世界”
（＝ファンタジーの世界）
でしか体験できないことを、
絵本
の主人公になり現実の世界と行き来しています。今後も絵本の世界が身近に感じられ
るようにきっかけを作り、子どもたちがどんな事に興味を持っているかを敏感に感じ取る
アンテナを張り巡らせていきたいです。

広いお庭で自慢の泥んこ遊び
北恩加島保育所
子どもたちが楽しみにしている泥んこ遊び。北恩加島保育所の自慢の一つであ
る広い所庭で異年齢での関わりを楽しみながら全児で行いました。初めての泥んこ
遊びに戸惑いをみせる子どもには泥んこ遊びを何度も経験している子どもたちが
「いっしょにあそぼう
！」
「こうやってあそんでみる？」
と優しく声を掛けていました。
そんな
優しい言葉掛けに少しずつ安心しながら遊び始めました。
水たまりにジャンプしてみたり、手足に泥を付けたりと大胆に遊ぶ子もいます。保
育士も子どもたちの中に入って泥んこになりながら一緒に遊びます。泥団子作りを
する子もいます。固い団子を作るにはどうしたらいいか友だち同士で話し合いながら
工夫して遊んでいました。保護者の方は泥んこになっている服を見て
「よく遊んだ
ね！」
「家でできないことをさせてもらえて感謝している」
と声を掛けてくれます。
なかなか家庭ではできない経験を保育所で積み重ねる中、友だちと遊ぶ楽しさを
日々感じ、毎日通う保育所が子どもたちにとって楽しいものになるようにしていきた
いと思います。
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日常生活にたくさんの笑顔を
グループホーム壱分町ちどり
奈良県生駒市に2015（平成27）年3月開所し早6年になります。
ご入居者18名の
小さな施設です。
目の前に大型スーパーなどが揃い、生駒山も近くに見える、
とても便利
でのどかな所です。
コロナ禍により外出機会は減りましたが、施設内でのおやつ作り、季
節の制作、行事などで盛り上げています。
また、洗濯物たたみ、食事分け、掃除などの家
事も、
ご入居者と一緒にします。
ご入居者と職員が
「同じ時間」
を暮らし、一緒に笑顔にな
れることがこの施設の自慢です。
コロナ禍でも、
ご家族には通話アプリのLINEを通じ、
日頃の活動やおやつ作りの様
子を写真でお送りしています。大変喜んでいただいており、時にはビデオメッセージを送る
こともあります。隣接するいちぶちどり保育園との交流は、今は中断していますが、園児た
ちの歌が入ったビデオレターが届くと、
みんなで楽しく見ています。玄関にある季節のお
花の植え替えも、
ご入居者の担当です。
お花はいつでも心を穏やかにしてくれ、
みんなの
笑顔を引き出してくれます。先日の室内夏祭りでは、
コイン落としゲームやヨーヨー釣り、
かき氷屋台で盛り上がり、大変楽しんでいただけました。

相談窓口から集いの場のお手伝いまで
門真第四地域包括支援センター
地域包括支援センターは、65歳以上（40歳以上の2号被保険者を含む）
の
高齢者の総合相談窓口です。
「近所の一人暮らしの高齢者が心配…」
「お金の
管理に自信がなくなった」
「親の認知症で困っている」
などといった、介護や健康、
暮らしの心配事や相談に、主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師等の介
護、福祉、医療の専門職が対応します。
「相談したいけど、上手く伝えられない」
などの心配から、相談をためらうこともあ
ると思いますが、相談者のお気持ちに寄り添い、
お話を傾聴して相談内容を整理
した上で、適切な機関や対応につないでいきます。年齢を重ねても、病気や障害
があっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、公的支援につなぐだけでな
く、地域の方々に向けたサービス提供に取り組んでいます。介護教室や体操教
室を開催する他、地域の運営する集いの場作りなどもお手伝いしています。
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広 げよう

編集後記

令和元年度末から続く、
コロナ禍。
令和2年度はまるまるその渦中にあ
りました。
「 今年度こそは…」
という
期待も裏切られ続けています。
こう
した中にあっても、私たち法人では、
利用者の皆様の笑顔と健康を守り
たいと日々努力を続けています。
今号では、特集テーマを「コロナ
禍でも人材育成に真剣勝負！
！」
とし、
困難な状況でも、実施に向けて取
り組んでいる各研修システムを紹
介しています。私たち職員の資質
の向上がひいては利用者様の笑顔
につながっていくと信じています。
また、各施設の特色ある取り組み
やコロナを乗り越える工夫、法人内
の施設で働く同僚や新しい仲間の
紹介など、なかなか顔を合わせるこ
とができない時期にこそ必要な情
報を集めました。皆様の読後の感
想をお待ちしています。

ちどりの

私の

WA

輪

テーマ

私のお家時間

コロナ禍で、家で過ごす時間が増え
ました。皆さんどんな時間を過ごして
いるのか教えてください。

私は、
介護を始める前に
「土木
（測量）
」
を生業にしておりました。
その仕事を始めたきっかけは簡単で、
アルバイト雑誌をパラパラめ
くっていたら“測量”の文字が目に入り、
「測量って何？」
と興味がて
ら面接に行ったら、以後十余年“測量業界”のお世話になることに
…。
暑い夏の日や真冬の風の中、
機材を担ぎ、
空港や高速道路の現
場を走り回ってレベル※を覗いた経験は、
その後、
介護業務の上で、
非常に役立った
（物事を人と違う視点で見ることができるように
なった）
と感じています。
介護の仕事に就いたのは35歳過ぎ。
その上、他業種からの転職
組でしたので、今思い返すと、他の職員から
「あいつは介護経験の
ないダメなやつ」
と思われたくない一心で、
ご利用者の身体の状況

御堂筋本町ちどり保育園

東浦 史奈

東野田ちどり保育園

仲谷 祐々奈

や当日のご様子など多くの情報を、
「様々な視点で観察し、
覚えるだ

高山ちどり
智鳥保育園

廣部
浅野 利隆
智仁

けでなく、考える」
というアプローチで、頭に叩き込もうとしたのか
もしれません。
私のように他業種から転職し、
法人で働いている方は多くおられ

「人にはそれぞれ違った
社会経験があります」
宝塚ちどり 施設長代理
阪上 知之
いちぶちどり保育園

山下 令子

川面ちどり保育園

中田 恵実

ケアホームちどり

中村 航成

仕事の幅を広げることで、
オンリーワンの人材になれるかもしれま
せん。
「ご利用者も職員も、大量生産品と違い二つと同じものは無
※レベル：高低、
水準測量などを行う測量機械

平嶋 美沙
りお
入交

わたしの
ズ
ー
レ
フ
パワー
今回のフレーズ

佐藤 千磨

れませんが、前職からの学びがあれば、
それを今の業務に活かし、

し。
」

hrase
my power p

高山ちどり別館

ると思います。
「最初から介護」
の方と比べると経験値は不利かもし

川面ちどり保育園
走谷ちどり保育園
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駆け出し 時代

ナーシングホーム智鳥
萩の台ちどり

本郷
野口 真有
雅人

たくさんの人と関わり、
たくさんの喜びが溢れる反
面、
うまくいかないことや反省することも多い福祉
の仕事。
このコーナーでは、心に響いた言葉とそれ
にまつわるエピソードを紹介します。

「感謝・信頼・挑戦」

ご縁をいただきまして、4月1日から御堂筋本町ちどり保育園の園長と
してスタート致しました。本法人の皆様、御堂筋本町の園児・保護者の皆
様、地域の皆様との出会いに心から感謝しております。新しい人との出会

社会福祉法人 晋栄福祉会 広報委員会
広報委員長 高田 幸代
（東中本保育所 所長）
広報委員
鶴賀 直土
（中山ちどり 課長）
上野 理生
（たかとりちどり保育園 園長）

いは、人生を豊かにするとても大切なものだと感じています。新しい出会

編集担当

者の皆様、
との信頼関係を大切に築き、
さまざまな事柄に挑戦する気持

いと共に、保育園でのさまざまな出来事や子どもたちの成長の中に多くの
発見や希望が見えます。そのようなことを感じさせてもらえる事にも日々
感謝です。皆様のお陰で生かされている事に感謝し、
日々成長を目指して
精進して参りたいと思います。加えて、職員のみなさん、子どもたち、保護

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9月現在のものです。
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村上 航介

中山ちどり

伊藤 天音

萩の台ちどり

的塲 大樹

ちで進んでいきたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。
御堂筋本町ちどり保育園

園長

髙平 友子

2021（令和3）年4月入職
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