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▲お砂遊び「たのしいねー」

デンは最高!!

▲スカイガー

▲お食事タイム!!
「焼きたてパンはおいしい〜」

２０２１

あけまして
おめでとう
ございます
写真：木の実こども創造館
▲ころこ
ろアート
に興味津
「うわ〜
々 !!
!」

▲せんせい み〜つけた!!

▲みんなでお制作「もうすぐで完成!!」
▲立腰教育
「腰骨をたてます」

▲

電車に乗って…
「いってきま〜す」

１

▲ボルダリングに夢中!
「空まで行けるかな…」

地に足をつけた保育を

せん︒高リスクと不安を抱

え な が ら で は あ り ま す が︑

できることを皆の力を駆使

して︑のり切っていこうで
昨年から猛威をふるって

れる情報に不安を抱きなが

された一年でした︒日々流

得ず︑新型コロナに振り回

がず︑地に足をつけた﹂保

今年は丑年︒
﹁慌てず︑
急

伊藤 裕子

いる新型コロナ感染症によ

育をめざしましょう︒感染

会長

り︑たいへんな思いで保育

らも︑通常の営みに改めて

症が一日も早く収束し︑安

大阪府保育士会

す︒
昭和のテレビは︑大好き

されていることと存じま

感謝をし︑研修や会議がリ

はありませんか︒

もの育ちを再確認する良い
な放送時間にテレビの前で

す︒保育士会も残念ながら︑

森田 信司

機会となったのではないか
はじまるのを待っていまし

心して保育ができることを

部会長

と思います︒

モートになるなど︑仕事の

あり方も様変わりして︑思

願うばかりです︒

予定していた総会︑キャリ
アアップ研修等が中止とな

録画ができ︑自分の好きな

子どもたち︑保護者︑そ

丑の字に糸へんを足します

いもかけぬ事柄が新たな方

時間で見るようになりまし

りました︒

と 紐 と い う 字 に な り ま す︒

昨年４月の緊急事態宣

プになります︒このコロナ

い時間に見たい内容を選択

の取り組み方を変えざるを

トで保育することはできま

まだまだ厳しい状況では

します︒

祈念しましてご挨拶といた

して皆様方が笑顔で過ごさ

た︒令和の今は︑インター

禍で新年互礼会も中止にな

する時代になりました︒

月にはレッドステー

昨年は︑﹁令和の時代に入
り︑ソーシャルディスタン

私たち保育者は︑リモー

法を見出せる機会にもなり

細い糸が束になり紐にその

言︑

今 年 は 丑 年 で あ り ま す︒

たが︑平成のテレビは番組

保育部会

新型コロナウイルス感染症を
乗り越えて

明けましておめでとうご

ネット番組を数えると数百

ジ移行と︑保育の形や行事

れること︑また︑ご多幸を

という番組が︑自分の見た

ました︒

紐が束になると組紐︑ロー

り︑そして︑十二支の初め
スで距離ができた心を一つ

ざいます︒

の年である子年であり︑新

府 保 育 士 会 に 続 き ま し て︑

周年記念を迎えられた大阪

今年は︑２年前に創立

ない等と決まった日時への

保育園・こども園を出られ

時が合わない︑人材不足で

と思います︒研修の開催日

リモート研修へ形を変える

行政及び児童福祉行政の推

会の皆さまには本府の保育

阪府社会福祉協議会保育部

しあげます︒旧年中は︑大

謹んで新年のお慶びを申

が拡大している中において

新型コロナウイルス感染症

謝いたします︒保育施設は︑

ておりますことを心から感

ながら保育を提供いただい

感染防止に努めていただき

が 難 し い 環 境 下 に お い て︑

とってより良い保育環境の

に︑子どもたちや保護者に

今後とも︑皆さまととも

みを進めてまいります︒

とも連携して必要な取り組

人材の確保等︑国・市町村

ら︑待機児童の解消︑保育

育現場の状況を確認しなが

ありますが︑大阪府といた

しかしながら昨年は︑と
本会が

参 加 が よ り 難 し く な れ ば︑

進にご理解︑ご協力をいた

も引き続き開所いただいて

で︑これまでの参集型から

研修もこのテレビと同じ

しい時代の幕開けでありま
にまとめたいものです︒

んでもない悪魔が潜んでい

あります︒なかなか一堂に

受けたい研修を受けたい時

だき︑厚くお礼申しあげま

おり︑経済活動・社会生活

実現に努めてまいります︒

きまして︑これまで同様保

しましては︑保育施策につ

ました︒
新年度早々に
﹁緊急

会することはかないません

間に受けられる時代︑ＩＣ

す︒

より良い保育環境の
実現のために

事態宣言﹂が発せられ︑一

が︑保育部会として一致団

Ｔがより進んだ時代が来る

佐藤 敏彦

部の限定された保育しかで

結し︑コロナを乗り越えて︑

のではと考えます︒

また︑新型コロナウイル

末尾になりましたが︑保育

子ども室長

きなくなり︑日々会えない

一回り大きく成長すべく頑

このような新しい次世代

部会の皆さまのますますの

大阪府福祉部

子どもたちには︑どのよう

張りたいと思います︒
アフターコロナで保育が

を維持するうえで必要不可

周年の節目の年で

な保育ができるのか︒密を
ンスを保つ行事の考案︒毎

欠な施設として︑改めて理

ご活躍を心からお祈り申し

ス感染症の影響が今なお続

解と認識が深まったことと

あげます︒

き︑皆さまにおかれまして
は︑日々︑身体的距離の確

思います︒

の 大 阪 の 保 育 を 築 く た め︑
ご協力賜りますよう︑よろ

保等︑３密を回避すること

保 育 部 会 の 活 動 に ご 支 援︑
ありませんが︑取り巻く環

しくお願い申しあげます︒

どのように変わるのか︒子

返ってみると︑このコロナ

境が大きく変わると思いま

どもの育ちに大きな違いは

禍での少人数保育は︑子ど

しかし︑あらためて振り

しました︒

す﹂と︑ごあいさつをいた
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避け︑ソーシャルディスタ

60

日が試行錯誤の連続です︒
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健全な成長に何が必要か

保 が急務となっておりま
す︒働き方改 革と相まっ
て︑さまざまな就労時間︑

自分の気もちと向きあい前進

イルスへの対策に追われ

昨年は︑新型コロナウ

くれています︒

逆に私たちを元気づけて

南大阪ブロック民間保育園連盟 向井 秋久

雇用形態︑終身雇用では

武内 慎吾

なく︑転職によって自身の

北摂ブロック保育部会

どもの健全な発達を保障

だ﹂と心に決めることで

す︒とシスター鈴木秀子

氏も書かれていました︒

子どもたちの輝く未来

に目を向け︑自分のなか

にある温かい思い出を手

が確実に減りました︒子

繰り寄せるなどの工夫が

昨 年はコロナウイルス

自分の心が不安に揺れ

の脅威が全世界に広が

動かされていることを受

る不安な日々を過ごしま

大切だと思います︒

した︒

たいへんな時代を協力

代を迎え︑各市︑施設間

け止め︑それを誰かのせ

して︑ともに進んでいき

キャリアアップを図る時

いにすることなく﹁自分

どもの成長に必要かを考

しかし︑園児たちは︑そ

はこの時代をこんな気も

すべきです︒

児の健やかな発達をめざ

んな大人の不安を吹き飛
気に明るく過ごすことで︑

子どもたちの未来のために

ろうと日本の産業の今ま

どのように社会が変わ

幼稚園がこども園になれ

でどおりの発展︑
維持に女

さかい民間教育保育施設連盟

特定非営利
活動法人

こども園法ができて５

ば待機児童は解消すると

くなることはありません︒

必要としている親子 がな

年目︑昨年はコロナ禍に

はじまります︒その時に

性の社会進出は欠かせま
私たちの制度は︑こど

備え︑コロナ禍の社会の

せん︒幼児教育︑保育を
も園︑保育園︑幼稚園の

稚園との園児の争奪戦が
三元化のなか︑待機児童

すにはどうすれば良いか

園は集団で楽しく過ご

に頑張りましょう︒

今年もコロナに負けず

なかで今まで実践してき

コロナ禍をプラスに変えて

あいも共有しやすい場で

を常に考え︑心配も助け

続けてきた国です︒この

泉州民間保育協議会
長引く感染対策に多く

えていく姿が︑未来を担

す︒社会の対応︑周囲の

う 子 ど も た ち の モ デ ル︑

大人たちの変化を乗り越

これからは︑どんな保

選択が良かったのかどう

育・教育をしていきたい

かはわかりません︒
し︑経済を活性化させる

生きる力となります︒

の方が疲弊するなか︑い

かといった難しい局面へ

か︑コロナ禍をプラスに

お願いいたします︒

本年もどうぞよろしく

変えていくことが必要だ

と思います︒

日本は世界のなかでも
数少ない保育施設を開け

の対応が続いています︒

かに生活に潤いを取り戻

土金 新治

保育を工夫し︑園
こうとしています︒私は︑ た教育︑

の解消に向けて大きく動

振り回された一年でした︒ 考えますが︑その時は幼

池尾 弘久

ばすかのように︑毎日元

する我々にとって︑何が子
での人材の取りあいでは

子どもたちの健やかな

困難のなかから生まれ

ましょう︒

り︑教育・保育現場でもそ
え︑今一度︑教育・保育活
望まれます︒本年もよろ

なく︑根本的な解決案が

成長と︑皆様のご健康と

てくる新しい発想によっ

ちと一緒に生きていくの

の対応に追われました︒
子
どもの成長にとって︑必要
があります︒

動の内容を精査する必要
しくお願いします︒

護者は子どもの成長を確
すべての産業で人材確

施設内で都合の良い時
に受講できれば︑より多

思います︒
﹁コロナ禍﹂
の

当園でもさまざまな行

て進歩することができ

2021

ブロック長 からの 年 賀 状

な行事等が制限され︑保
認し︑
一緒に喜びあう機会

前向きに考えることでより良い年に
端野 秀人

な治療薬の投与やワクチ

新年を迎え﹁良い年に

北大阪ブロック会

くの職員の資質向上が期

去年からはじまった新
ン接種が待ち望まれます︒

待できます︒

型コロナウイルス感染症

したい﹂と心より強く

中で広まったウェブ研修

ご多幸を祈念いたします︒

願っております︒

今は厳しい状況ですが︑

皆様の施設でも感染防
等は︑コロナ後も続くと

少し前向きに考えてはと

は︑今も世界中に影響を

止のため︑たいへんなご
思われます︒

与え続けています︒

苦労をされていると思い

ができ︑今までの行事の
あり方を考え直す必要が

事 が 中 止 に 追 い 込 ま れ︑

る︒令和３年はこのよう

好川 智也

ます︒一日でも早く有効

困難から新発想を生みだす
河内ブロック会

あると考えさせられまし

ウイルス感染症に翻弄さ

運動会や作品展など形を

た︒

れた年となりました︒緊

変えて開催しなければな

す︒

急事態宣言が発令される

令和２年は新型コロナ

など初めての経験のな

な前向きな気もちで︑何
す︒

事にも取り組んでいきま

らなくなりました︒
の方から好評を得ること

しかし︑意外に保護者

か︑手探りで進んでいか
なければいけない︑厳し
い一年であったと思いま
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令和２年度

◆全国社会福祉協議会会長表彰
（功労表彰）
７人

各種表彰受章者

西山由紀
（みなみせんりおか遊育園） 秋山尚美
（古川園）

（敬称略／順不同）

大家真理
（国分保育園） 山本由美
（キリン第二こども園） 根

◆全国保育協議会会長表彰13人

来寛一
（ワンワン認定こども園） 服部早苗
（寝屋川めぐみ保

中嶋芙美子（木の実キッズキャンパス） 木原謹子
（清水保

育園） 今井弘美
（寝屋川なかよし保育園）

育園） 前田久野
（一津屋愛育園） 川東真弓（たちばな保育

園） 矢追正典
（浅香こども園） 安井直子（赤坂台こども園）

◆大阪府社会福祉協議会会長表彰
（功労表彰）38人

下佳恵（ちづる保育園） 笠谷美由紀（天神山こども園） 芳田

儀武奈津子
（日の出学園） 西川里美
（第２寝屋川なかよし保

武部紀子（摂津さつき保育園） 田中淑子（川越保育園） 竹

角田薫
（摂津さつき保育園） 杉岡繁昭
（こども園つばさ）

美佳（緑ヶ丘ふじ保育園） 松岡幸進（こまどり保育園） 飯坂

育園） 松本兼典
（累徳学園） 木野智香
（清水保育園） 合田

直子（みらいずこども園）

耕三
（すいせん保育園） 九星静
（高向保育園） 永田久史（第

◆大阪府社会福祉事業従事者表彰28人

２聖心保育園） 南堀美和子
（城山台こども園） 村井慶二（こ

佐藤由起（明の守おかまち学園） 福喜多直美（あすか保育

園） 水野洋子
（取石認定こども園） 金増直美（交野保育園）

山内和子（花園第二保育園） 辻村いつ（たつのおか保育園）
神谷尚子（あすか保育園） 畠中裕美（一津屋愛育園） 糸井

どものいえ） 新田美紀（東生野愛育園） 森川友紀子
（Kids

まゆみ） 石橋健次
（太陽保育園） 峯弘子
（つぼみこども園）
宮武幸子
（ひかり学園） 俵本真由美
（さつきこども園） 河

﨑雅子
（むぎの穂保育園） 岸本邦三
（末広認定こども園） 秦

玲子（郡戸保育園） 増原早苗（長尾保育園） 宮井智子
（やわ

純子
（ピアニィ道教寺） 越智和美
（明の守おかまち学園） 水

らぎ保育園） 川原妙子（山直南こども園） 金森晶子
（みよし

嶋良和
（村野保育園） 島本敦子
（野江まつのはな保育園） 金

保育園） 川畑整子（あかつき保育園） 堀江直子（守口中央こ

山由佳
（千塚こども園） 大下智子
（北野田こども園） 田中節

ども園） 三浦はるみ（旭ヶ丘学園） 松本秀美（どんぐり保育

子
（さくらこども園） 間宮和歌子
（三矢ゆりかご保育園） 廣

園） 片山聖子
（貝塚南こども園） 前田美智子（五ヶ荘保育

園） 三浦美千代
（たんぽぽ学園） 平野純子（たんぽぽ学園）
坂田惠子（星田こども園） 乾知子（みのりこども園） 小島

野祐子
（千里聖愛保育センター） 八木恭子
（玉串こども園）

馬場智子
（五ヶ荘保育園） 大仲厚美
（竹城台東保育園） 寺西
百合子
（たんぽぽ中条学園） 柳井かおり
（みのりこども園）

雅子（第２寝屋川なかよし保育園） 木下真弓（都島乳児保育

竹内君代
（願行寺こども園） 平田玲子
（柳町園） 生野多美江

センター） 野島千惠子（あすなろ） 山崎幸雄（四天王寺夕陽

（正雀愛育園） 奈波美友紀
（船橋保育園） 船津奈緒子
（正雀

丘保育園） 肬黒弘栄（金光寺保育園）

愛育園）

年 月に厚生省

こうよう

光陽保育園
保育園

河内

興味をもった時に与える

目の当たりにし︑良き指導

11

北大阪

和

のが教育

岸和田市

から法人認可を受け︑

者︵家族・地域等︶によっ

50

創立者と共に
歩んだ道を
ふりかえる

北摂

昭

こ れ ら の 言 葉 と と も に︑

本物の言葉を︑本物の体験

年４月に光陽保育園

そして体育・知育・徳育・

昭和

食育をもとに︑就学前教育

を子どもたちに与え続ける

は開園しました︒

あった前理事長・園長が残

を大切にし︑独自の保育理

ことの必要性︒これらのこ

認 可 当 初 に︑ 教 育 者 で

してくれた大切なことばが

念︑保育方針︑保育目標を

あります︒

大人になっても大切なこ

とを常に意識して保育に取

▲

堺

をたずねて

607

２００人以上の子どもたち

を保育しています︒

そして︑親と子の育ちを

て子どもたちが変わること︑

向上心をもって育つこと︒

り組んでいます︒

▲園正門
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南大阪

創設者の思いは現在も受け

継がれています︒

年︑ 国・ 公・

45

ま た 本 物 の 大 人 と し て︑

子どもたちが問題意識を

創立以来

私立の各小学校へ進学をし

育み︑自立心をもって未来

が開かれた人生を歩んでい

ている年長児を含め︑現在
くことを理事長︑園長︑職

員一同願っておられます︒

﹁地域の子育てのため︑私

たちそれぞれが一本筋の

通った大人でありたいと願

い︑日々︑保育・教育に精

進しています﹂と内田裕子

園長はおっしゃいました︒

︵編集委員Ｔ・Ｆ︶

かかげ日々歩んでいます︒

岸和田城のお堀端に当園の桜の苗木を植
樹し︑開花したときのようす

▲園舎

と﹁あいさつ﹂
﹁ありがと

う﹂﹁あとかたづけ﹂

三つ子の魂百まで

本物を見せ与える

51

