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「
宝 探 し 」
北 村 千 賀
青い空、セミの声、海水浴、・・・夏と言って思い浮かべるものは限りありません。
子どものころからの楽しい思い出を、沢山作ってくれる季節のように思います。
しかし今年は、特別の夏。皆で夏休みを謳歌していられない厳しいものです。
震災の被害の中に有る方々、特に子どもたちはいったいどこでどのような夏休みを過ごし
ているのでしょう。思いを馳せるといたたまれない気がしています。

先日の萌総会の時の講演会で講師がレジメを用意して下さいました。その最後にこ
のような言葉が有りました。「時々、自分の心の幅を広げて子どもを見つめ直してみ
ましょう。神は障害だけじゃなく才能を与えている」私はこの言葉に出会った時、と
ても嬉しい気持ちになりました。私も長い事、障がいを持った子どもたちと接してい
て、色々な才能に出会ってきた気がしているのです。身体の自由が奪われている、言
葉が出ない、他人との関わりが持ちにくい、視覚や、聴覚を失っているなどいろいろ
な子どもたちに出会いました。しかし子どもたちは、自由に動けなくても、やさしい
まなざしや微笑みを向けて、私に生きる希望を与えてくれました。「目は見えなくて
も心を研ぎ澄ませば何でも見えるよ。声は聞こえなくてもあなたのことをしっかり見
ているよ」と、励まされてきた気がします。

昨年の講演の講師が「自閉の子どものこだわり行動が、
後になって特徴となり、生きるための糧となることが有
るので大切に」と、おっしゃっていたことを思い出しま
した。マイナスと思いがちな障がいが、用い方によって
大きな才能（宝物）になるのでしょう。そう考えると誰
もがみな違ったすてきな宝物を持っている気がします。
一緒に宝探しをしていきましょう。
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「 能力 の制限 を勝 手につ くら ない」

活 動の 繰り返 し

思い込みをせず、どのくらいできるか

小さなきっかけか

コミュニケーションを介してさぐるこ

ら大きな変化が生

とも大事です。

まれます。遊びの
きっかけは偶然の
こともあります。

生活の刺激が少ないこと

作業療法士 岸本光夫
から常動運動が増える傾
本人は愛されていること

“遊び ”
向につながります。

を認識しづらい。だから

を通して、活動・生活に刺

“たくさんほめる！
たくさんほめる！”

激を増やして楽しい時間

そして“愛されている”

を過ごしましょう。。

と感じることができるそ
の子だけの特別な時間
遊びによる結果はいりま
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せん。「楽しかった！」
を増やすことも大事にし
という思いが大事。やら
ましょう。
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きではありません。

“自分がやった”とい
車 イス は本人 の足 替わり ！
う達成感を感じること
介助者の進む道ではなく、本人の進みた
ができる遊びの工夫が
い道をさぐりながら、散歩の途中に寄り
できるといいですね。
道をしてくることが楽しさ倍増！

嫌なことがあっても、その場
から逃げることができませ

小 さい うちか ら色 んな体 位
に慣れることで、活動の幅も
広 がり やすい 。

ん。体の症状一つひとつも子
腹臥位に慣れることが大事。
どもたちのサインです。
食事、呼吸がつらい時に有効な
体位なので慣れておくとよいで

色 々な 体位を 介助 者の無
理 のな い範囲 内で 行いま
しょう。それぞれの体位は
多少崩れていたり、完璧でな

しょう。

「心地よい・快」の刺激（好
きなこと）を数多くみつけて
お きま しょう 。

くて大丈夫。
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6 月 4 日 15 時より「ガッツびーと西」で
ＯＴの岸本先生をお招きして、「重度な障害を
持つ子どもたちの生活環境づくりの工夫～あそ
びの支援を中心に」をテーマに講演会が開かれま
した。
スライド写真を見ながらの子どもたちのポジ
ショニングや遊びを中心にしたお話でした。
“環境や道具の与え方で子どもたちの能力は変わってくる”という岸本先
生の言葉通り、スライド写真の子どもたちの表情の変化からそれが伝わって
きました。
なかでもマレーシア、ネパール、アフリカ、ケニア…と海外でも活動され
ていた先生のお話はとても興味深いものでした。“車いすは足代わり、子ど
もにとっての足とは･･･？”というお話では『介助者が子どもの足になった
つもりで介助しなければならない、決して運搬の道具ではない。』、『子ど
もは必ず途中に水たまりがあれば立ち止まり、じゃぶじゃぶと中に入ったり
寄り道をするものです。そんな時、介助者の心遣いひとつで足代わりになっ
たり運搬の道具になるのです。』という言葉に、私はハッとさせられ改めて
子どもたちの目線に立つことの大切さを感じました。
遊びとは自由なもので、タイミングのい
い遊び方と間合いが大切であると岸本先生
が話されていたように、その子に合った遊
びを提供することで“自分ができた！”“面
白かった！”という遊ぶことへの達成感に
満ちた子どもたちの表情は印象的でした。
大阪出身という岸本先生のユーニークな表
現や話術に、終始笑いの絶えない講演会で
した。先生は訪問 OT もされており、そこ
で大切にしていることは、よく聞き、うち
とけ、話してもらえるようになることであ
り、また家庭の生活や価値観、個別性を大
切に訪問されているそうです。そのような
中で、子どもたちやご家族の励みになるこ
とを探してあげたいと話されていました。
私たちも、今回の貴重なお話を今後の訪問
へ生かしていきたいと思います。（五味）
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防災について
東日本大震災が起きた 3 月 11 日、萌のスタッフは、訪問に向かう
途中や訪問中、事務所で仕事など、様々な場面で地震に遭いまし
た。状況は違ってもスタッフ全員が感じたのが、「連絡が取れない!!」
でした。電車が止まってしまい訪問できなくなったことや、移動支
援中、今どこにいるということを保護者の方に伝えようとしても、
なかなか電話がつながりませんでした。また、事務所との連絡も困
難でした。
そのような実体験から、連絡が取れなくても、子どもたちの安全を
確保し、落ち着いた状態で保護者の方に引き継ぎができるよう、あら
かじめ、災害時にはどのように動くかをご家族とスタッフで確認して
おきたいと考え、「もしもの時のために」をリニューアルしました。
子どもの様子やご家族の状況によって、対応は千差万別であると
思います。その子やご家族にとって最善の支援ができるように、個
別性を重視したいと考えます。
また、子どもの状態は変化していきます。的確な支援をするため
には、確かな現状把握が大切であると考えます。そのために定期的
な見直しをしていきたいです。毎年 9 月の防災の日に合わせ「もしも
の時のために」をご家族とスタッフとで再確認をしていきましょう。
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～ あなたの避難場所を知っていますか？
あなたの避難場所を知っていますか？ ～
小・中学校や
中学校や公園などが
公園などが第
避難場所になっています。
などが第 1 避難場所になっています
になっています。
「震災時避難場所（地域防災拠点）」：市立の小・中学校４５２箇所。水、食料、生活用品な
どの備蓄を行い、安心して避難生活を送ることができるようになっています。お住まいの区役所総務課
で「防災マップ」を配付しています。

「広域避難場所」：広い公園や大規模団地など、市内１２１箇所。大規模延焼火災時、輻射熱
や煙から市民の生命・身体を守るために避難する場所として。

「地域医療救護拠点」：中学校区に 1 か所の割合で市立の小・中学校 146 か所。
発災から 3 日間程度、応急医療を行なう救護場所として。地域医療救護拠点では、横浜市医師会、横浜
市薬剤師会などの協力により医療救護隊が編成され、医師や看護師などが応急医療を行ないます。

近くの地域医療救護拠点はどこでしょう？
港北区
下田小･日吉南小･綱島東小･
港北小･大綱小･城郷小・新羽
小・新吉田小・新吉田第 2 小

青葉区
田奈小・奈良小・
青葉台小…

鶴見区
寺尾小・潮田
中・鶴見中…

都筑区
茅ヶ崎中･都田小･中川西小・中
川中・川和東小・荏田東第 1 小・
北山田小
緑区
神奈川区
中山中・東鴨居中・霧が丘小・十
羽沢小･神大寺小･三ツ沢小･青木小･浦島
日市場中・田奈中
丘小･大口台小･西寺尾第２小
瀬谷区
旭区
西区
上瀬谷小・瀬
川井小･白根小･今宿中･左近山第２ 保土ヶ谷区
宮谷小・一本松小・
谷小・南瀬谷
小・旧若葉台西小･若葉台東小･大 上菅田小・川島小・坂本 稲荷台小・岡野中
中・原中・瀬谷
さくら小

池小・鶴ヶ峰中・中沢小・笹野台小・ 小・峯小・保土ヶ谷小・保
南希望が丘中・万騎が原中・本宿中 土ヶ谷中・権太坂小・藤塚 中区
小
本町小・富士見中・
南区
港中・山元小・間門
泉区
戸塚区
共進中･平楽中・蒔田中・
小・本牧南小
岡津中・中和田中・泉が 秋葉中･汲沢中・深谷
南中･南が丘中･永田中･六
丘中・中田中・いずみ野 中・境木中・大正中・
ッ川中･藤の木中
磯子区
中・領家中・上飯田中
戸塚中・豊田中･名瀬
根岸中・岡村中・
中･平戸中･舞岡中･南 港南区
汐見台中・森中・
戸塚中
桜岡中・南台中・港南中・
栄区
芹が谷中・上永谷中･東永 浜中・洋光台第 1
飯島中・西本郷中・本郷台中・本郷小・ 谷中･野庭中･港南台第 1 中・洋光台第 2 中
桂台中・上郷中・庄戸中

中・日野南中・丸山台中

<関連ホームページ>
「横浜市の危機管理」のページ
http://www.city.yokohama.jp/me/shobo/kikikanri/index.html
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金沢区
西柴中・六浦中・大道中・金沢中･
富岡東中･富岡中･西金沢中･並
木中・釜利谷中・小田中

～ 近くの地域活動ホームを知っていますか？ ～
障がい者地域活動ホームは、障害のある人とその家族を支援するための施設です。相談
事業・生活支援事業（一時ケア・ショートステイ・余暇活動）
・地域活動支援事業（デイサ
ービス）などを行っています。地域の防災拠点になっているところもあります。
私事ではありますが、我が家は近所の活動ホームをもう 15 年以上利用しており、いざと
いう時はよろしく、とお願いしてあります。実際、3/11 は長男が自主的に活動ホームに避
難していて、私は仕事終了後そこへ迎えに行きました。職員さんが付き添っていて下さり
とても助かりました。
そこの活動ホームでは、地域自治会と一緒に防災訓練を定期的に行っています。私が参
加したときには、発電機の動かし方などを教わりました。また、大きなゴミ袋を 3 枚常に
携帯しているといいと言われました。雨具にもなるし防寒具にもなるとのことです。
初めてのところでは、お互いに分からないしなかなかしてほしいことが伝わらなかった
りしますが、利用していくうちに関係が出来てきて、いざというときに頼りになると思い
ます。まだ利用されたことのない方はぜひ一度覗いてみてください。
また、移動支援で出かけている時に地震にあった場合、出先の近くの活動ホームに避難
できるといいと考えています。活動ホームとの関係作りなど、萌としても取り組んでいき
たいと思います。（平あゆみ）
港北区
鶴見区
・しもだ
・ふれあいの家
青葉区
都筑区
・えだ福祉ホーム

・つづき地域活動ホ

・ともだちの丘

・もとみや

ームくさぶえ

・しんよこはま地域活動ホーム

・つるみ地域活動ホーム幹

緑区

神奈川区

・みどり福祉ホーム

・神奈川区福祉活動ホーム

・みどり地域活動ホームあおぞら

・たんまち福祉活動ホーム
・かながわ地域活動ホームほのぼの

瀬谷区

旭区

・せや福祉ホーム

・障害者地域活動ホーム

・せや活動ホーム太

あさひ

陽

・障害者地域活動ホーム

保土ヶ谷区

西区

・障害者地域活動ホームほどがや

・西区地域活動ホー

希望の家

ム

・ブルーポケット

・地域活動ホームガ

・ほどがや地域活動ホームゆめ

ッツ・びーと西

ふたまたがわ
・地域活動ホーム連

泉区

戸塚区

南区

中区

・障害者地域活動ホームいず

・戸塚障害者地域活動ホーム ・南福祉ホームむつみ

・中区本牧活

み会館

しもごう

・地域活動ホームどんとこい・

動ホーム

・泉地域活動ホームかがやき

・戸塚地域活動ホームひかり

みなみ

磯子区
栄区

港南区

・さかえ福祉活動ホーム草の

・港南福祉ホーム

実

・港南地域活動ホームひの

・みんなの開社

・港南中央地域活動ホーム

・地域活動ホーム径（みち）

そよかぜの家

・磯子区障害者地域活動ホーム
・いそご地域活動ホームいぶき

金沢区
・障害者地域活動ホーム金沢福祉ｾﾝﾀｰ
・地域活動ホームシーサイド
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・なぎさ 21 世紀
・金沢地域活動ホームりんごの森

新しいスタッフの紹介です
はじめまして。6 月から障がい福祉のスタッフと

子どもたちが退院した後の生活を考えるようになっ

なりました栁川です。今は他事業所との仕事も兼

たのがきっかけで、8 年間勤務した北里大学病院を

務しているため萌では週１、２回と少ないです

飛び出し、学ぶ日々をスタートさせました。学生と

が、お仕事をさせていただけることになり嬉しく

して萌で実習をしていくなかで、「私はここで働き

思っています！どうぞよろしくお願いします！

たい」という思いが強くなり、念願叶って「萌です」

栁川あづさ（ﾍﾙﾊﾟｰ）

と皆さんに会いに行くことができるようになりまし
た。子どもたち、ご家族そして萌の先輩方に教えて
いただきながら、頑張りますのでよろしくお願いい
たします。後藤淳子（看護師）

zoo”
“Dreamnight at the zoo
”って知ってる？

６月４日（土）今年も「ドリームナイト アット ザ ズー」が開
催されました。ドリームナイトとは、毎年６月の第一金曜日
の夜に、障がいのある子どもたちとその家族を動物園に招
待し、気兼ねなく楽しいひとときを過ごしてもらう国際的なイ
ベントです。現在、世界３１カ国１６０の動物園、水族館が毎
年６月の第一金曜日の夜に開催しています。
横浜市ではズーラシア・野毛山動物園・金沢動物園で行わ
れました。ズーラシアに参加された利用者さんのご家族よ
り、楽しいお話を聞かせてもらいましたのでご紹介させて頂
きます。梅雨の季節での工夫など楽しむポイントも教えても

ご 家 族 か ら の 感想

らったので、来年参加の際はぜひ参考にしてみてください。

日中より動物達が生き生きしていて、活動的に見

今回は家族４人で参加しました。学校の行事もあ

えました。妹は動物大好きだから大興奮!!

り少し遅れてしまいましたが、駐車場も近く移動

動物を目で追いかけるのが難しくても、ボランティ

がスムーズに入場。入場すると子ども達に飲み

アの方がやってくれたボディペイントや本物の毛

物や軽食をくれて子ども達は大喜びでした。

皮を触らせてもらったり。所々で動物のオブジェを

馬のエサやり体験で妹は怖がっていましたが、

バックに家族写真を撮ってくれる人もいて、色々楽

姉はぎゅっとニンジンを握りしめ馬もたじたじ

しめました。

(笑)。子どもの目線に柵があり見づらい所もあり

天候は雨が降ってしまうとちよっと難しいかなぁと

ましたが、写真を撮ってくれたり色々な体験がで

思います。夕方は肌寒くなりますから、羽織ものや

き良かったです。ただ、食事の時間と重なるので

ブランケットを持っていると良いと思います。

食事の持参と夕方涼しくなるので家族の羽織物
も忘れずに行ってくださいね。
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お知らせ
総会報告

平成２３年度会員募集

今年度の法人総会は第 1 総会 5 月 30 日萌事務所、第 2

平成２３年度の会員を募集いたします。ご協力をお願

総会 6 月 4 日ガッツびーと西の 2 回に分けて開催。第 1 総

いいたします。利用者様ご家族には毎年会員登録をし

会は正会員 26 名中 17 名出席７名書面出席、第 2 総会は

『萌』をご利用くださるようお願いいたします。

正会員 26 名中 16 名出席 10 名書面出席でした。代表理事

◆正会員

年会費 １００００円
１００００円

の北村千賀の挨拶後、議長に中澤が選出され議事が進行

原則として誰でも入会できます

されました。22 年度事業報告および収支決算報告・会計監

総会に出席し議決に参加することができます

査報告、23 年度事業計画（案）・収支予算（案）が提出され

◆賛助会員Ａ
◆賛助会員Ａ 年会費 １００００円
１００００円

承認されました。22 年度の利用状況は訪問看護事業対象

会の活動に賛同、利用する個人または団体

者 31 人 1.624 件、障害福祉サービス事業対象者 48 人

◆賛助会員Ｂ
◆賛助会員Ｂ 年会費 ３０００円
３０００円

2.697 件、ボランティア事業対象者 15 家族 2 団体 141 件

会の活動に賛同、利用する個人または団体

(201 時間)でした。
今年度も利用者の“ホッと一息”にスタッフ一同、協力させ

郵便局振込口座記号番号 00230－5－111338

て頂けるように頑張っていきたいと思いますので、どうぞ宜

加入者名：ＮＰＯ法人レスパイト･ケアサービス萌

しくお願いします。

編集後記
今回ズーラシアの記事に協力して下さったご家族、お忙しい中ありがとうご
ざいました。これから夏休み本番!!暑さに気を付けて楽しい夏休みを過ごし
て下さい（椿山）この数か月、地震や放射能の問題、節電・・・といつもとは
違う日常を送ることになっていますね。心配や不安はあると思いますが、こ
れからも安心を提供できる“萌”でいたいと思っています。会報から少しでも
元気を感じてもらえたら嬉しいです。（茂木）今回の編集では、避難場所や
地活のことを調べて、自分自身も勉強になりました。（平）

「萌」
No．27 2011．8
編集・発行
特定非営利活動法人 レスパイト・ケアサービス萌
代表理事 北村 千賀
〒220-0061 横浜市西区久保町 13 番地 12 号 第 2 梅鉢荘
TEL：045‐231-1681
FAX：045‐231-1682
E-mail：respite-moe＠titan.ocn.ne.jp
http://npo-respitemoe.houmon.shafuku.com
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