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コロナ終焉後の時代を生きる
新型コロナウィルスに対応するために、社会はテレワーク等働き方の大きな変革が迫られている。しかし、
私たちの法人の行っている事業はステイホームには馴染まない現場の仕事である。
さて、大規模感染症終焉後の社会には、過去大変革が起きている。ＡＰＵの山口治明先生によれば、その
一は、14 世紀にペストが大流行し、その後に出現したのがルネサンスと宗教改革だという。その二がコロン
ブスの新大陸到達の際に持ち込んだ病原菌に感染し、現地の多くの人が死亡した。逆にこの時、現地のトウ
モロコシやジャガイモが欧州に持ち込まれ、その後世界中に広がって行った。その三が 20 世紀初頭、第一次
世界大戦の最中に流行したスペイン風邪である。この時のウィルスによって死者が続出したため戦争どころ
ではなくなり、第一次世界大戦が停むという思わぬ結果をもたらし、これが後に国際連盟を生むきっかけに
なったという。
その四、さてこのたびの時代霊とも思われる新型コロナウィルスが何時終息するかどうかの目途は立たな
いが、社会のあらゆる場面で、テレワークやＡＩやロボット等の進化で雇用にも経済にも大きな変革をもた
らすことは間違いないだろう。
昨今、米中間の緊張に見られる様に、世界のあらゆるところで対立が深まり新冷戦時代の到来とも云われ
ている。自由や人権が抑圧され、格差と貧困にさらされている国は数多い。又温暖化により氷河が溶け、海
面が上昇し、海はマイクロプラスチックに汚染され正に地球の危機である。このまま手を拱いていては人類
は破滅への道を辿るに違いない。この困難を乗り越えるため、ニューリーダーが現れるのか。格差・貧困に
対し、ベーシックインカム等のインカムシェアーを取り入れた方向に向かうのか、地球汚染に対しては最新
の科学技術によって対処してゆけるのか、貿易の為替安定のため、ＧＤＰ変動平価制を取り入れる等、21 世
紀後半を生きる子ども達のために、新型コロナウィルス終焉後には、世界的な協調の下、知恵を搾り解決に
向かう時間が少しだけ残されている。
社会福祉法人しんもり福祉会 理事長 松野 五郎

◆◇◆ 青空教室 ◆◇◆
新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、春は青空教室ということで、
屋上で気持ちよく宿題をしました。子どもたちも新鮮で楽しそうでした！
◆◇◆ お茶挨拶クラブ ◆◇◆
毎月２回行っている子どもの家のお茶挨拶クラブ。今年は新型コロナウイルス感染
予防対策を行い、６月から再開しました。和室で畳１畳に一人という配置で座って作
法を習い、その後は部屋に戻ってお茶菓子を食べ、お茶も自分の分をたてて飲んでい
ます。感染予防対策によって自分の分は自分でする事になり、１年生からお茶をたて
る楽しみを味わっています。気温が高くなってくる時期だったので、冷茶を味わいま
した。
「苦い」という子が今年は少なく、
「おいしい！」と飲んでいる子が殆どでした。
◆◇◆ ドッジボール交流 ◆◇◆
春、午後のおやつの後の時間を使ってやまグループの子どもたちとドッジボール交流を行い
ました。数名ずつ日を分けて子どもの家の子どもたちのノウハウを２対１で伝授しました！
やまグループの子どもたちも真剣で、わずか数回の特訓でとても上達しました。また、子ども
の家の子どもたちが教える姿も、想像以上に上手で驚きました。「投げる時は左足を出してこ
う！」
「キャッチする時はちょっとしゃがむねん」等、ボールと会話のキャッチボールで、素敵
な交流になりました。

やまグループ（5 歳児）お楽しみ保育

8 月２２日（土）にお楽しみ保育をしました。朝から夜まで、友だちや先生と過ごすという“特別”を味わいながら様々な活
動を楽しんだ子どもたち。記念に残る手作りうちわを製作したり、昼食には好きなトッピングを選ぶお楽しみそうめんを食
べ、「おいし～」といつも以上にモリモリ食べていました！その他、保育園の中で宝探しをして宝物のお土産をゲットしたり、
夕食のカレーライスをみんなで食べ、最後に手作りキャンプファイヤーでは歌ったり踊ったり♪♪いつもとは違う雰囲気に
大興奮で１日中楽しむことが出来たやまグループの子どもたちでした☆
つきグループ
（1 歳児）

初めての
園生活に慣
れ、ニコニコとたくさん笑顔を見せてく
れるようになりました。8 月には 18 名が
揃い、くつろいだ雰囲気の中で毎日元気
いっぱい遊んでいます。

「木に登っていくセミ」
捕まえたセミを木に放し、じ
ーっと みている子ども や、
ゆっくりゆっくり登っていく
セミをみて「がんばれ！が
んばれ！」と応援する子ど
もたち。

「うわ～！たいへん！あめだ～！」
初めてのミストに「あめだー！」
「きもちいー！」と喜び、顔にかけ
たり、手を伸ばしたりして楽しん
でいるよ！！
ひかりグループ
（2 歳児）

色水遊びをしました。「リンゴジ
ュースどうぞ～」とお友だちのコップに色水を注いでジュース屋さん
ごっこをしたり、大きなペットボトルに色水を入れて色の変化を楽し
んでいましたよ。お部屋ではパズルやひも通し、電車などでお友だ
ちと一緒に遊んでいます。
お店屋さんあそびを楽しみ
ました。クレープ屋さん、アイ
スクリーム屋さん、わなげ屋さん役の子は、自分たち
で作ったものを「いらっしゃいませ！」と嬉しそうに売
っていました！お客さん役の子は、銀行屋さんに手作
りのお金をもらい、大事に財布の中に入れて「どのお
金を渡したらもらえるかな」と考えながら楽しんでい
ましたよ♪

今年は長い梅雨でした。
毎日外に行けず、天気と
同じでどんよりした気分
の子どもたち。雨の日も
楽しめる、ロケットハウスを作りました。「雨の
音が聴こえるー」「雨が見えるー」と大喜びで
したよ。

コロナの時代にできること
かつて政府が「ぎりぎり持ちこたえている」と説明していた状況は収まらず、「新しい生活様式」の時代
を迎えました。
「自粛」が続きますがプラス思考を大切にしたいものです。
保育園では子どもたちの密集と密接を完璧に防ぐことは難しくても密閉は防ぐことができます。プールで
の水遊びに問題があるのなら、たくさんのミストの下、水に触れることを楽しむことができます。これから
も工夫の日々を続けたいと思います。
コロナ禍の中、在園児と卒園児の保護者の方々よりマスクとアルコールジェルが届けられました。温かな
お気持ちにふれ、心に灯がともりました。ありがとうございました。
高校生棋士の藤井聡太さんは緊急事態宣言の出された期間、「自分の将棋をみつめなおした」と語られ、
直後に棋聖のタイトルを獲得されました。今できることを冷静に判断し実行していく。大人である私も見習
いたいと思います。
平和の子保育園 園長

令和２年度２５名の新入児を迎え、１２４名でスタートする予定でしたが、新型コロナウイルス感染症による
緊急事態宣言で登所自粛をお願いする事となり、例年、泣き声が保育所中に聞こえる４、５月は静かすぎる
年度始まりでした。６月に３名入所、ようやく７月から、新入児さんも揃い１２７名でスタートしました。

《子どもたちの日常》

使ったおもちゃを並べます。並べた
あとは先生たちが消毒します。
給食は、対面では食べられず
お喋りはできないけど学校み
たいでおもしろい！

洗えるものは日光消毒‼子どもたちには、
お洗濯も楽しい遊び！

一休さんごっこ
（雑巾がけ）が
ブームです。

《命と平和の集い》
待ってる時もソーシャルディスタンス！
ソーシャルディスタンスの言葉も子どもたちの日常になりました。

毎年８月、命や平和について考える日を設けて
います。今年は 「命を守るために大切にして
いることは何だろう？」をテーマに考えました。

今年も幼虫が８９匹成虫にな
りました。カブトムシのお世
話に真剣です。

《栽培活動》
枝豆の産毛大発見‼

このいちご甘いかな？

かぼちゃできたよー！めっちゃ重たい
じゃがいも大きく
なったかな？どこ
ほったらいいんだ
ろ？「あっ！あっ
たでー‼」

てのひらと
めっちゃとれたなー！何個ある？
大きさ比べ！
感染予防策をできるだけ講じても『抱っこ、ふれあい、寄り添い』は、保育の日常で子ども達にとっては成長の糧。『保
育で三密をなくすことは難しい』感染症対策と現実との矛盾に悩む半年でした。まだまだ収束が見えず、新型コロナ
ウイルス感染症は予断を許さない状況です。これから冬場に向かい保育現場の葛藤、悩みは尽きませんが、保護者
の方々の協力も得ながら、子どもたちの育ちを守って行きたいです。

『SDGs』 ～「サスティナブル」な社会・保育を子どもたちと～
新型コロナウイルスの世界の感染者が 1000 万人を超え、更に拡大していた 6 月、
「高知県室戸沖で世界的に絶滅が危
ぶまれるウミガメ『オサガメ』が死んだ状態で定置網にかかり、体内からプラスチック製のレジ袋が見つかった。」と、
報じられました。海に漂うマイクロプラスチックの問題は大変深刻で、日本では 7 月からレジ袋の有料化が始まりまし
た。できるだけ使用を控えたいですが「保育所の汚れ物入れにはビニール袋を持ってきていただいている」という矛盾
した現実があります。
今の便利な暮らしの中で生活していると、地球の危機的な状況を感じずとも生活できます。
ただ、日本の環境の面だけみても毎年繰り返される豪雨被害、災害級の酷暑、地球はさまざまな問題を抱え込んでい
て、危機的な状況になってきています。
この状況は簡単に解決できる段階ではありませんが、これから育つ子どもたち、未来の世代が生きていけるように地
球を残していかなくてはなりません。「これをやればよい」といった簡単な答えはありませんが、世界中で多くの国や
企業、市民もこの危機をどうにかしようと取り組んでいます。私たちは日々の保育の中で環境の事、社会の事を子ども
たちと共に考える機会を持ち、私たちも子どもたちも自分の事として考えられるようになっていかなければなりませ
ん。まずは、日々の暮らし・保育を見つめ見直すことから始めていきたいと思います。
『SDGｓ』に掲げる１７の目標のなかには「質の高い教育をみんなに」という目標があります、地球規模の格差問題、
貧困問題は日本も例外ではありません。
「質の高い保育・教育」をどう捉え、つくっていくか私たち保育現場にも求め
られています。
一人ひとりが行動を見直し「SDGｓ」について学びながら営みを続けていくことで、希望の光が差し込んでくること
を願います。
※『SDGs（エスディージーズ）
』とは 2015 年に国連で 2030 年までに達成を目指す国際目標。持続可能な世界を実現するための 17
の目標、と 169 の具体的目標から構成される。

大阪市立両国保育所

所長

コロナ禍の中、感染症予防対策として、手洗い・検温を徹底し、子どもたちにもマスク着用を
お願いしています。その上で、少しでも三密を回避するため、利用人数の調整・部屋の換気・ソーシャルディスタ
ンスの指導など、できる範囲で行っています。いろいろ制限がかかる中でも、季節感を大切に豊かな想像性と社会
性を育めるよう行ったこの数か月の取り組みを紹介させていただきます。
ガラス絵の具でステンドグラス
風シール作り♪海の生き物、
恐竜、夏ならではのもの、好き
なキャラクターなどなど…工
夫しながら、細かい作業も集
中して取り組んでいました！
《手先の 器用さ・ 集中力の持
続》

家に持って帰り
「おばけだぞう!!」
と家族の人を驚
かせて大喜び。頑
張って作ったかい
がありました。
《手先の器用さ・
集中力の持続》

「お盆休みにどんなことした？」の
問いかけに「バーベキューしたよ」
「お家でプールしたよ」と口々に。楽
しかった夏の思い出を描きました。
《イメージしたものを表現する》

らっこデイサービスセンター 所長

お知らせ
今年度の平和の子フェスタは、新型コロナウィルス感染予防の観点から、11 月 14 日（土）に在園児・在部児の
みでの開催を予定しています。外部の方の参加は残念ながらご遠慮いただくこととなりました。毎年楽しみ
にしてくださっている皆さんには誠に申し訳ありませんが、また来年、安全に平和の子フェスタが開催できる
ようになりましたら、ぜひ遊びに来てくださいね！

～寄付者御芳名～
某
卒園児保護者からの御寄付

訃報

1名
1名

（プライバシー保護の観点より御芳名の記載は割愛させて頂きます）

合計

55,000 円

の御寄付がございました。

心より感謝申し上げます。
（2020 年 4 月 6 日～4 月 24 日）

≪郵便振込≫

口座名：社会福祉法人しんもり福祉会
口座番号：００９７０－４－３１９５８６

（3,000 円以上の場合は、寄付金控除の手続きもさせていただきますので、

平和の子保育園、初代園長
村田

拓

様

におかれまし

ては、2020 年 6 月 18 日ご逝去
されました。謹んでお悔やみ申
し上げます。

振込の際に、
【住所】【氏名】【TEL】の記載をお願い致します）

≪社会福祉法人しんもり福祉会≫
平和の子保育園・平和の子子どもの家

大阪市立両国保育所

らっこデイサービスセンター

（本園）〒535-0022 大阪市旭区新森 7-1-5
TEL:06-6954-0524
（分園）〒535-0022 大阪市旭区新森 7-3-8
TEL:06-6954-6808

〒535-0021

〒535-0022

大阪市旭区清水 4-6-15
TEL:06-6951-3083

大阪市旭区新森 7-1-22-505
TEL:06-6954-5523

