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新年度を迎え、新しい希望を抱くこの時期ですが、今、私たちは人間が自然の力の前に
どんなに小さなものであるかを思い知らされています。地震、津波、そして原発事故が重
なり、おおきな不安の中に過ごしております。こうした時にも弱い立場や小さなものの命
がしっかりと守られることと、被災の地に思いを寄せ一日も早く復興することを願い、共
に知恵を出し合いたいものです。

先日３０年以上家族ぐるみのお付き合いをしている方のお孫さん（Ｋさん）が「ポコラ
ート全国公募展」（障害のある方々を対象とした、次世代のアーティストを発掘する公募
展）に入選したので、おばあちゃんとＫさんが名古屋から東京に出てくるというので私も
展覧会をご一緒し、横浜で一泊楽しい時を持ちました。Ｋさんはおばあちゃんの荷物をさ
っさと持ち、頼もしく成長していました。Ｋさんが生まれた時、お医者さんからの配慮の
ない言葉に戸惑って、我が家に相談にこられたことがきっかけで、私はＫさんの家に毎週
遊びに行きました。それから２０年以上の歳月が流れています。Ｋさんは何も見ないで動
植物を色彩も鮮やかに独創的に描きます。通っている作業所では作品を絵葉書やＴシャツ
に印刷して商品になっています。
私が今迄、出会ってきた障がいを抱えた子どもとご家族の関係を傍で見ていて、感じるの
は子どもを中心に置いた温かな眼差しです。その関係を思わせる詩を見つけました。
『エレス・トゥ / ERES TU』（あなたなしでは）

この歌は恋の歌かもしれませんが、大切に守り育てていらっしゃる親御さんの心持ちが伝
わってくるようです。
『エレス・トゥ / ERES TU』モセダデス／MOCEDADES
あなたはひとつの約束のよう

あなたは私の泉の水のよう

あなたはある夏の朝のよう

あなたは私の家を暖める火のよう

あなたはひとつの微笑みのよう あなたは私の暖炉の火のよう
そんなあなたなのです

あなたはやさしい水のよう

あなたは私の希望のすべて

あなたは私の詩のよう

私の手に降る新鮮な雨のよう

あなたは夜のギターのよう

力強い笑いよう

あなたは私の地平線のすべて

そんなあなたなのです

そんなあなたなのです
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皆さんに支えられ励まさ
れの卒園、ありがとうござ
いました。これからもいろ
んなことに挑戦しま～す
太良

りんか卒園入学おめでと
う!!
単独通園になってからは毎
日お着替えの練習をがんば
りました。
「お着替えするよ」
と声をかけるとバンザイの
ポーズ。協力動作が増え、意
思表示もしっかりするよう
になりましたね。小学生にな
ったらどんなお姉ちゃんへ
成長していくんでしょう。涙
あり笑いありの素敵なドラ
マいっぱいつくっていこう
ね。

この春 1 年生になるア
リスへ入学祝のプレゼ
ントを用意しました。
小さくても本物のラン
ドセルです！中には何
を入れようかな？楽し
みだね！

恵ちゃん！卒園、入学おめでとう。3
歳までは毎月のように入退院を繰り返
し、痛い思いもいっぱいしたね。最近
は体調を崩すこともなくなって、いろ
いろなことにチャレンジして好きなこ
とも増やしている恵ちゃんを見ると本
当に幸せな気持ちになるよ。恵ちゃん
のお陰でたくさんの素敵な人達に出会
えたこと、そして貴方の強さに本当に
感謝しています。ありがとう。ママも
恵ちゃんに置いていかれないように頑
張るからこれからも色々教えてね！よ
ろしくね！恵ちゃん♥
恵ちゃんのママより
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颯へ
療育センター卒園おめで
とう!!
あなたが私のところに生
まれてきてくれて 6 年、
色々なことがあったね！
でも、一番頑張ってくれ
たあなたに感謝です。あ
なたのおかげで出会うこ
とができた人々に感謝で
す。こんなママだけどこ
れからもよろしくです。

姫奈ちゃん 入学おめでと
う!!
あなたが生まれた時は、この
ような素晴らしい日が迎えら
れるとは夢にも思いませんで
した。
たくさんの人に支えられ、愛
され、成長できたこと、とて
も嬉しく思います。これから
も、たくさん素敵なことが待
っていますように☆

みーちゃん入学おめでと
う！
深月の成長をお祝いでき
ることに、パパもママも
感謝しています。ゆっく
りでいいので、深月の好
きなこと、楽しいことを
たくさん見つけていこう
ね。お友達や先生に囲ま
れて、いっぱい笑って過
ごそうね。

ようやく凌駕が長男と同じ養護学校に入学できる日がやってきました。
同じ障害を持って学校と通園にそれぞれ通う二人に次男と四男もいて、
夫の協力と、萌や病院、通園、学校の先生方など、多くの人の支えで何
とかここまでやってこれました。
学校が大好きな長男に負けず、凌駕もたくさんの人に愛され、凌駕らし
く生きていくためにこれから色々な経験ができるといいな～と思いま
す。
凌ちゃん、入学おめでとう！今まで本当に頑張ったね。ありがとう。
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美波へ
療育センターから地元の個別級へ入ったのが 6 年前。音や人
が苦手で入学式には出られず、授業も教室へは入らないで一人
でプレイルームで過ごす日々でしたね…。でも今では行事や遠
足を楽しめるようになりました。4 月からは中学生。不安もあ
るだろうけど楽しいことが増えるといいなと思っています。卒
業おめでとう…
母より

けんちゃん、中学部卒業おめでとう！
あっという間の 3 年間でしたネ！学校が大好
きなけんちゃん―！学校の話をするといつも
ニコニコしていて、とってもうれしそうでし
たネ！体は一番小さいけれど、毎日体を動か
しているけんちゃん― 周りの人もびっくり
するぐらいです。修学旅行とっても楽しかっ
たネ！
春からは高校生ですネ！桜の花の下を散歩し
たいですネ！少しずつ成長しているけんちゃ
ん―！ママの失敗談が大好き。こんなママだ
けどこれからも宜しくネ！あなたの笑顔がと
っても大好きです。

「卒業・進学によせて」
山本総来
母 宣子
今春、中学を卒業し、高校生
として新たな学校生活を送る
ことになりました。これまで 3
度の転校をして、慌しい 9 年
間でした。でも様々な土地で
出会った人や風景は、今とな
っては大切な財産です。高等
部の 3 年間は、日々の生活の
楽しみをたくさん見つけて青
春を謳歌してほしいと願いま
す。

啓介、中学卒業おめでとう。4 月から
は高校生ですね。2 歳になる直前に発
病してから 13 年。当時は悲しみと不
安で押しつぶされそうだったけど、今
は貴方と一緒の人生を心から幸せと感
じています。貴方といると自然と優し
くなる。忘れかけていた心の奥底に眠
っていた宝物を思い出させてくれる、
そんな感じ。今の家族の幸せは貴方の
おかげ。ありがとう。これからも一緒
に、もっともっと Happy な時間を過
ごしましょうね。
4

修学旅行～

ミッキーと一緒♥

ママと満面の笑顔♡

「いっぱい いっぱい おめでとう。」
佳織がうまれてからいろんなことがあったね。たくさんの涙を流した
ね。その一つ一つが今の佳織につながってるって事。皆、知ってるよ。
初めて PT 訓練に行った日、体が敏感でマットに寝かされただけで大
泣きしたね。病院に行く電車の発車ベルを聞いたとたん発作を起こし
びっくりした母。どうしたらよいかわからず、一緒に泣いちゃったよ
ね。何度も骨折したり、手術したり、喘息で入退院を繰り返したり、
真っ暗なトンネルからいったい何時抜け出せるのか…不安な日々もあ
ったよね。そんな私たちが沢山の人に支えられ 18 年が経ち、あの頃の
辛かった日々の事は嘘の様に遠くの思い出になっている。
3 月 18 日、慣れ親しんだ学校とも卒業だね。「卒業」は嬉しいけどな
ぜか悲しい。何故かな～？でも、前を見て進んでいかなきゃ！ね！
これからの新しいスタートに、沢山のエールを贈るよ。
佳織、卒業「おめでとう！」あなたの笑顔に「おめでとう！」そして、
家族みんなに「おめでとう！」いっぱい いっぱい 「おめでとう！」
最後に、私たち家族をいつも側で見守っていてくれた“萌のスタッフ
の皆様”に「いっぱい いっぱい ありがとう！」

パパくっつきすぎよ
～
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訪問看護中!!

春が来たよ！お散歩へ行こう!!

寒い冬がようやく終わり、気持ちがウキウキする春
がやってきました。そんな春のお散歩にお薦めの
スポットが『横浜・八景島シーパラダイス』！
東日本初となる世界最大の魚ジンベイザメが去年
の 10 月に仲間入り。サメと聞いて一見怖いイメー
ジがありますが、ジンベイザメは小さなプランクト
ンを主食にし、ゆったりと泳ぐその姿は見てる私た
ちを癒してくれます。現在いる２頭のジンベイザメ
は全長 4.5ｍとまだまだお子様なので、成長を見る
のも楽しみのひとつですよ☆
『横浜・八景島シーパラダイス』
〒２３６－０００６横浜市金沢区八景島
皆さんのお薦めお散歩スポットを萌スタッフが訪
ＴＥＬ：０４５－７８８－８８８８
問した際に是非教えてくださいね☆

（テレフォンインフォメーション）

【第４回】
こんにちは

中澤です. 今回は夏とスキーシーズンに行った温泉を紹介したいと思います。

万座プリンスホテル
群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉
TEL:0279-97-1111

万座温泉スキー場は“私をスキーに連れてって”のロケ地です（すでに知らない人もいるでしょう
がユーミンの主題歌は懐かしくって涙ものです）
万座温泉は白根山の標高１８００メートルにあり日本最高所の「星に一番近い温泉」と言われてい
ます。露天風呂は趣きの違う８つの浴槽が段々畑のように連なり、特に冬の雪見風呂は温泉好きに
はたまらない幻想的な雰囲気です。
泉質は２７種類を数え、まさに温泉三昧！
ユーミンを口ずさみながらいつまでも入っていたい温泉でした。
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人工呼吸器の勉強会を開きました

フクダ電子さんより
インテグラの操作・
回路等の説明を頂きま
した。コンパクトでボ
タンの数が少ない機器
です。
フィリップスさんよ
りＬＴＶシリーズに
ついて操作・回路の説
明を頂きました。在宅
ＩＭＩさんより
で最もシェアが多い
レジェンドエアの
機器です。
操作・回路等の説明を
頂きました。電源をオ
ンにしてもかなり静か
な機器です。

人工呼吸器を取り扱う各業者
さんより勉強会を開いて頂き
ました。実際に医療機器を持参
して頂いた上で、その特徴や操

平成２３年１月２９日に

作、アラーム対応等、観察・管

ガッツびーと西にてフィリップ

理について説明して頂き、とて

ス合同会社とＩＭＩのご担当者

もわかりやすかったです。

様にお越し頂き、人工呼吸器の勉

ご家族がご自宅で医療機器を

強会が行われました。当日は１１

安全に管理して安心した生活

人の参加がありました。ＬＴＶシ

を送れるように、これからも勉

リーズ、レジェンドエアの機器に

強を重ねてサポートしていき

ついてそれぞれの形状や特徴、キ

たいと考えています。（茂木）

ー操作、回路構成について説明を
頂きました。看護師やヘルパーか
らの疑問についても丁寧に教え
て頂き、とても有意義な３時間半
となりました。（荒木）
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お 知らせ
会員一覧

（平成 23 年 3 月 5 日現在 順不同）

平成２３
２３年度会員募集
平成
２３
年度会員募集
正会員

22 年度会員入会及び寄付ありがとうございました。右記

北村千賀 溝田涼子 関水好子 平あゆみ 茂木香苗

にお名前を掲載し、ご報告させていただきます。

五味織枝 椿山淳子 松谷由紀子 石津道代

また、23 年度の会員を募集いたします。ご協力をお願い

西村恵子 及川さつき 長崎由紀 越中ミユキ 中澤徳子

いたします。利用者様ご家族には毎年会員登録をし『萌』

横井明子 桑原美佳 下河辺治美 荒木理紗

鳥居愛

をご利用くださるようお願いいたします。

佐藤和子 疋田久子 坂本みゆき 杉野原香

沖田康子

◆正会員

賛助会員

年会費 １００００円
１００００円

古内由美子

原則として誰でも入会できます

雀部邦子 岡村知明 岩崎順子 小河淳 堺沢恵太

総会に出席し議決に参加することができます

山本伸之 伊東孝介 倉島雄太郎 及川治翁

◆賛助会員Ａ
賛助会員Ａ 年会費 １００００円
１００００円

新屋良一 小野祐太 中畝治子 小林正幸 西村観気

会の活動に賛同、利用する個人または団体

青沼瑞人 本田豊

◆賛助会員Ｂ
賛助会員Ｂ 年会費 ３０００円
３０００円

堀川則孝 中山茂樹 松本洋介 秦純

会の活動に賛同、利用する個人または団体

古屋悦世 久保初枝 小島智巳 秋元晴美 夏川義行

郵便局振込口座記号番号 00230－5－111338

鈴木葉子 松村郁子 霜山明子 谷戸美佐 牧野みどり

加入者名：ＮＰＯ法人レスパイト･ケアサービス萌

福岡伽帆 赤塚鈴代 小菅彩子 松川真吾 滝上和子
藤平喜一

～総会・
総会・講演会のお
講演会のお知
のお知らせ～
らせ～

福地健康 手塚由紀 木多啓介

田中咲生音

宮澤沙季 有田豊

古川優太

濱田作光

福田友佑 辻本佳織

小野美柚 中川深月 シニア純枝

平成 23 年度法人総会を下記の通り行います。
武田菜穂美

高野正紀 沼野範実 工藤晶恵

島田星子

正会員の方は是非ご出席下さい。
青木由里 村山志保 樫村正子 加藤芳明 溝田俊明
講演会には利用者さんご家族・ご友人もお誘い合わ
山本重幸 石井あけみ 野々村孝志
せの上お越し下さい。
Ｃrayon 会計

鶴岡裕子 地域訓練会グループスヌーピー

日時：６月４日（土）総会
日時：６月４日（土）総会 13:30～
13:30～ 講演会 15:00～
15:00～
税理士法人

押田会計事務所

場所：ガッツびーと西 相鉄線 西横浜駅前
横浜重心グループ連絡会

パザパネット 下山郁子

社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
＊編集後記＊

NPO 法人

萌の仲間になりあっという間の 1 年。

寄付

2 年目も張り切って訪問しますので

鈴木暢子 石舘美弥子 佐治金次郎

滝上和子 大室寛子

よろしくお願いします（椿山）

朝比奈佑輔

大橋敬子 五十嵐治子

久保田国栄

下河辺英司

オーウェン・アナベル

西区地域活動ホーム

る
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