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今年は春から天候不順で冬の衣服をしまおうとすると寒かったり、梅雨の時期は横
浜近辺の予報は雨で傘を持って出ても 1 日中使わなかったり、全国各地は局地的豪雨
で多くの被害が出たりしました。また日本の政治も政権交代で｢友愛｣を口にした首相
はあっという間に交代。参議院選ではねじれ現象となり、何か期待したり、予測をし
たりが出来にくくなっています。
私は最近ブログ「ほのさんのバラ色在宅生活」を毎日読んでいます。出会ったきっ
かけは著者のお姉さんから、本『長期脳死の愛娘とのバラ色在宅生活 ほのさんのい
のちを知って 』が夫に送られてきたことです。早速、それを読んだ夫は私に「こん
な大変な生活をしているんだって」と私のところに驚いた様子で持ってきました。そ
の本に目を通した私は「萌の利用者さんも同じような生活をしている方が沢山いるの
よ。今まで話してきたでしょ」とつい返してしまいました。想像力を期待しても無理
なのですね。その本は一日の生活がさし絵になっていて、ブログからの文章も母親の
気持ちが書かれており、障がい児の家庭生活が分かりやすく伝わるのです。私は早速
ブログを見つけ書き込みをしました。頑張ってとは言えません。もう十分に頑張って
いるのですから。「あなたを知ったわ、応援したい気持ちです。」と思っている一人
の人間が居るということだけを伝えたかったのです。
今、萌のようなレスパイト事業を立ち上げたいとの熱い思いのある方からの問い合
わせ、見学が有ります。そのお話を聞くと色々な条件が整わないで
困難を感じている様子です。利用者、働き手、行政等が繋がらないと
スタートできません。たまたま萌はそうした条件が揃い、現在が有ります。
私はいつも萌のスタッフを「宝」と思っています。
これからも「萌」は萌らしく歩んでいくことで
何かの力になれたらと願っています。
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神秘なる⼗字架と共に…この世に“ ⽣” をうけた姉と弟…

〜それぞれの旅⽴ちと出発〜
秋元晴美
＜第⼀章＞
愛しき、わが娘・輝（ひかる）は、平成２０年１１⽉４⽇（享年１９）⾼く遠い空のお星様
に⽣まれ変わり、旅⽴ちました。
名の如く、いつも⼤きな瞳をキラキラと輝かせて泣く時も笑う時も☆目
目力ビーム☆で私たち
を魅了させてくれました。全て助けや⽀えの必要な⽣活の娘でしたが、存在がとてつもなく
愛おしく、私が彼⼥を⽀えて守っているのか…彼⼥に⽀え守られているのか…分からない程、
私の「⽣きる源」でした。
輝はいつも沢⼭の⼈の輪の中で⼼からの笑顔で、私たちに潤いを与えてくれました。
“ １９年” という⼈⽣は彼⼥に与えられた精⼀杯の時間であり、１分１秒たりともムダな時
はなく、どんなに⾝体が不⾃由でも過酷な⽇が待ち受けていようとも、⾃⾝の⽣まれ持った
豊かなエネルギーと、深い愛情に包まれていれば“ ⼈として、こんなにも⼼豊かな⼈⽣で幕
を閉じられる…” という事を娘は私に教え、伝えてくれました。とても⼤きな⼈⽣の糧を残
してくれました。
娘と萌さんとの出会いは、彼⼥が⼩学部⼊学時です。振り返れば、１３年という⻑いお付き
合いでした。萌さんは私たち親⼦にとってかけがえのない、最も頼りになる⼤きな⼤きな存
在です。萌のスタッフさんには、いつも温かな優しい⼼で、⽀えて頂いたことと、今、改め
て「感謝の気持ち」でいっぱいになります。
１３年間、本当に有難うございました。
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＜第⼆章＞
もう⼀⼈の愛しきわが息⼦は、この３⽉、姉の輝と共に通った特別⽀援学校を卒業しました。
⼤樹（だいき）１８歳です。
からだのサイズは⾚ちゃんの頃からジャンボでしたが、障害と共にミラクルな細胞系や内臓
疾患もあり、姉とはまた違う⼤変な幼児期を過ごしました。
ただ、彼には“ 癒し系息⼦” で、１８歳の今でも、ずっと変わらずに感じる毎⽇です。
姉の病状や家の都合で⼊所が続き、私たちとずい分離れた所で新年を迎えたこともあり、
“ ⼀⼈で淋しいだろうな…⾟いだろうな…可哀想でたまらない…” とその時のことを思うと、
今でも涙があふれます…。とっても⽢えん坊でしたが、⾃⾝に降りかかるさまざまな⼤きな
壁を、しっかり乗り越えてきてくれた息⼦は、今は、⼼も成⻑し（勿論Ｂｏｄｙも！！）⾊々
な所へアンテナを張り、興味を⽰し、⾃分なりのシグナルで、周りの⼈たちに伝えてくれる
ようになり、私たちに「驚きと感動」を与えてくれます。とてもたくましくなり、頼もしい、
わが家の⽴派な「⼤⿊柱」です！
⼤樹には“ ありがとう…” という⾔葉と気持ちをどれだけ伝えても伝えきれません。
この４⽉から「社会」という新しい環境の中で、⾃分の新たな居場所を求めて、通所施設で
の活動が始まっています。息⼦の“ 新たな出発” です。
⼤樹と萌さんとの出会いは、療育センター時代からです。今⽇まで様々な場⾯でお世話にな
り、今は殆んどの通院、外出に同⾏して頂いております。私と⼀緒に、⼤樹の成⻑を⽀え、
⾒守って下さっている萌のスタッフさんとは、気⼼も知れて「⺟として…⼥性として…」⾊々
なお話しもできて、私も楽しくお付き合いさせて頂いております。
社会⼈として歩み始めた息⼦を、これからも温かく⽀え⾒守って頂けたら嬉しく幸せに思い
ます。
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講演会報告

H22. 5.29 （土）

テーマ 『自閉症・発達障害の理解と対応』
講師に長年小児療育相談に携わり、現在は横浜市
発達障害支援センター長及び 東やまた工房/東や
またレジデンス施設長をされている 関水 実先
生をお迎えしました。

自閉症の様々なタイプの具体
的な事例紹介・長期ひきこも
り生活をしていた青年への支
援など、たいへんわかり易い
お話で 最後の質疑応答では
気さくな先生の人柄もプラス
され和やかで有意義な学びの
場となりました。

『⾃閉症って・・・？』
『
対応の基本』

時間と空間に自分を位置づけるのが困
難な障害です。
・集団が苦手 → 他者とのコミュニ
ケーションが不得意・何のための集団
かわからない
・言葉が苦手 → 言葉と言葉が細い
糸でしか繋がれていない・たくさんし
ゃべっていても言葉の理解は低い

・目で見てわかるように伝え
よう （視覚的提供）
・やるべき事の手段を明確に
して習慣化する
・刺激を整理して注意が撹乱
（かき乱す）しないようにす
る

・想像力の範囲が狭く深い → 急な
変化への対応が困難・繰り返し行動を
好む

・見通しをたてる
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『⾃閉症スペクトラム』

『余暇って⼤切』

知的の障害程度は重い人から無い人まで様々。
・アスペルガー症候群 ～ 知的障害（言語障
害）を伴わない・自閉症の特徴はあるが、言葉
の数の遅れが無い。定型発達の人とはコミュニ
ケーションの質、言葉の概念が違う。
・カナータイプ ～ 知的障害（言語障害）を
伴っている
・特定不能の広汎性発達障害
これらを連続体としてとらえ明確な境界はない
そうです。

・生活の幅が広がりにくいので、成人し
ても通じる余暇スキルを獲得しましょう
・小さいときはこだわりとして心配なこ
とでも、大人になったら趣味になるかも
しれません
・一人で過ごせることも大切です

『１０歳を過ぎたら家の⼿伝いをさせよう！』
これは大切な体験で
・職業生活への道筋となる
・自己肯定感を持ち思春期を乗り越える
～人のために何かする機会を持つ
家の中で自分が役にたっている
「手伝ってくれてありがとう」～
・お金の意味・労働の意味を知る
どれもが社会に出ることに繋がります。

『
障害を理解してありのままを受けとめる』
一見 突拍子もない事をするこ
ともありますが、それはわがま
までも育て方が悪かったわけで
もありません。先天性の脳機能
障害なのです。そしてその行動
はその人なりの理由があるのです。

『わたしたちにできること』
得意なことを活かして、不得
意なことをサポートする
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新管理者から

「一歩一歩・・・」
関水 好子
４月より訪問看護の管理者としてバトンを託されました。
「萌」が事業として歩み始め 7 年。私もこの間をスタッフと
して無我夢中に歩んで来ました。そしてこの 7 年の月日に大き
な歴史を感じています。これを大切に守り発展していく為に
は、これからも皆さまの力を借りながら歩みたいと思っていま
す。
私にとって萌で過ごす日々はとても楽しい時間です。そして
萌にはすばらしい子どもたちやご家族・仲間に恵まれている事
を誇りに感じ、この中ならやっていけると信じています。今ま
での出会いや学びを大切に、そして、これからも多くの方々の
想いを聞き取り、感じ取ることが出来る萌でありたいと考えて
います。まだまだ若輩者で人の上に立つには頼りないと思いま
すが頑張って行きたいと思いますので、よろしくお願いいたし
ます。

「毎日を楽しく」
平 あゆみ
4 月から障害福祉サービスの管理者になりました。
萌のヘルパーとして皆さんのお宅に伺うようになって 7 年目になります。
お風呂に入って一緒に歌を歌ったり、散歩や電車バスに乗ってのお出かけは
とても楽しいです。子ども達の仕草や眼差しから言いたいことを気づくこと
ができ、そうなんだよ！という表情を見たときはとても嬉しくなります。も
っと会話をして、ご家族のお話も伺って、毎日を楽しく過ごせるお手伝いが
できたらと思っています。よろしくお願いします。
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はじめまして、4 月から萌スタッフとなりま

はじめまして。

した五味織枝です。

そして以前からお世話になっているご家族には、お

３月まで、こども医療センターで勤務してい

久しぶりです。今年の４月より『萌』の仲間入りを

ました。椿山と同期で、楽しい時も辛い時も

させてもらった椿山です。

一緒に笑って乗り越えてきました！

３月まではこども医療センターの幼児外科病棟で働

そのような中、多くのこどもたちやご家族と

いていましたが、病棟では体調の悪いときしか関わ

の出会いから訪問看護をやりたいと思いこ

れず、元気になると退院・・・・。もっとゆっくり

ども医療センターを卒業しました！

関わって、こども達の成長をご家族と一緒にみられ

やる

なら、絶対に萌！と気合い十分です。

たらなという思いから、同期で長年連れ添った五味

こどもたちやご家族、萌の先輩方から色々教

さんと共に病院を卒業してきました。初めての訪問

えていただきながら頑張りたいと思います

看護に緊張や戸惑いの連続ですが、スタッフの方や

のでよろしくお願いします。

利用者の方に支えられ、毎日楽しく訪問させてもら
っています。訪問するたびにたくさんの笑顔をもら
い、夜のお酒が止まりません（笑）

五味織枝

これからもちょっとした笑いを提供しつつ、頑張っ
ていくのでよろしくお願いします(^O^)
椿山淳子

【第２回】
こんにちは。中澤です。今回紹介するのは、以前テレビの旅番組で渓流沿いの広大な露天風呂を見
て一度は行ってみたいとあこがれた温泉です。
宝川温泉

汪泉閣（おうせんかく）

住所

群馬県利根郡みなかみ町藤原１８９９

ＴＥＬ

０２７８－７５－２６１１

私は３月の末に泊まりで行きましたが、翌朝は新雪が降り積もり水上温泉でスキーをして帰ってき
ました。渓流沿いの１００坪はある女性露天風呂にお客は私だけで、川のせせらぎを聞きながら開
放感に浸りました。宿は古い木造で、庭にはつり橋や誰の趣味か仏像や置物が並べられてある博物
館（？）やクマが飼われているオリもありました。夕食に熊汁が出たので、次の朝、オリを見に行
ったのは言うまでもありません。（クマはペットとして大事に飼われているので、決して食べない
そうです。）
もちろん日帰りも出来ます。レトロな不思議空間にタイムスリップした旅でした。
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お知らせ
総 会 報告

平成 22 年度 会員募集

今年度の法人総会は 5 月 29 日（土）13 時 30 分からがっ
つビート西にて開催。正会員 25 名中出席 20 名書面出席 5
名でした。代表理事の北村千賀の挨拶の後、議長に平あゆ
みが選出され議事が進行されました。21 年度事業報告およ
び収支決算報告および会計監査報告、22 年度事業計画

平成 22 年度の会員を募集いたします。ご協力
をお願いいたします。利用者様ご家族には毎
年会員登録をし、「萌」をご利用くださるようお
願いいたします。
◆正会員
年会費 10000 円

（案）および収支予算（案）が提出され承認されました。21 年

原則として誰でも入会できます

度の利用状況は訪問看護事業対象者 31 人 1624 件、障害

総会に出席し議決に参加することができます

福祉サービス事業対象者 48 人 2697 件、ボランテイア事業
対象者 15 家族 2 団体延べ 141 件（201 時間）でした。

◆賛助会員Ａ 年会費

10000 円

会の活動に賛同、利用する個人または団体

今年度は“新しい風”と“萌らしさ”を調和させ、利用者の
皆様の“ホッと一息”にスタッフ一同、協力させて頂けるよう

◆賛助会員Ｂ 年会費

3000 円

会の活動に賛同、利用する個人または団体

にがんばっていきたいと思います。皆様のご協力をお願い

郵便局振込口座記号番号 0230-5-111338

する事もあると思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

加入者名：ＮＰＯ法人 レスパイト・ケアサービス萌

編集後記

♪新しいスタッフが
加わりましたぁ♪
会計の⽦⽥(ひきた)
さんです。詳しいご
紹介は次号にて☆

今回の会報はいかがだったでしょうか。読まれた感想をスタ
ッフに伝えてもらえれば嬉しいです。講演会の関水先生の
話は、自閉症を理解する上でたいへん参考になり、又機会
があればお会いしてお話を聞きたいと思います。（中澤））
萌は色々な経験、そして色々な思いや考えをお持ちの利用
者様、ご家族の皆様、スタッフとともに活動しています。これ
までの経験やこれからの豊富をこの会報を通して共有して、
互いに協力していきたいと思っています。（茂木）
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