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「あなたは悪くない」
北

村

千

賀

今年は寒さが厳しく春の来るのが遅いかしらと思っても、水仙、梅、桜草、沈丁花と花の香り
に確実な季節の移りを感じます。
「萌」はお知らせしましたとおり、事務所を移転いたしました。光がたくさん入る明るい部屋
で季節も春を迎え、心新たな思いで仕事がスタートしています。
前号に「お手当て」を書きましたが、心に添える言葉の一番は何かしらと考えている時に、Ｎ
ＨＫの朝ドラ「純と愛」の中にそれを見つけました。主人公の母親は若くして、心労の重なりか
らか認知症の症状が出てきます。その彼女は娘に何回も同じ言葉を語り掛けます。「あんた、よ
く頑張ってるね」「大変だね、可哀想に」「あんたは何も悪くないよ」「泣きたいときには泣い
たらいいさあ」と言いながら、娘を抱きしめ、頭をなでます。この言葉がふだん何もない時に繰
りかえされると、娘は、またかと認知症の母親を困ったように見つめているのです。しかし、大
変つらい出来事にぶつかり、悲しみに打ちひしがれて、涙も出ない時、この母親の言葉と、胸に
抱かれて、初めて泣くことができ、救われ、元気を取り戻します。
この場面に朝から涙しながら、ふと今まで自分の歩みを振り返えり、精一杯したのにどうして
こんなことが起こるの？と感じているとき「あんたは何も悪くないよ」という言葉をかけてもら
えたら。どんなに小さな悩みと思われることでも悩んでいる時には全身で痛さを感じているも
の。「よく頑張ってるね」の一声と「泣きたいときは泣いたらいいさあ」の言葉があったら、涙
の後にはさわやかな光が見えてくることでしょう。このドラマには「と」という言葉がキーワド
になっています。人と人のつながりです。萌で出会う子ども「と」ご家族「と」スタッフ「と」
多くの関係者の方々「と」の繋がりを大切に、新たな思いで歩んでいきたいと思います。

1

入学・卒業おめでとう！！
～ご家族からのメッセージ～

今年度、萌では 13 人のお子さんがそれぞれの学校を卒業・入学します！！そこ
で、ご家族より温かいお祝いメッセージをいただきました。萌スタッフ一同も皆
さんの門出を祝福し応援しています。

ピカピカの優希くん
小学校入学ほんとうにおめでとう！
パパとママはとーってもうれしいんだ！
風邪ひいちゃったり骨折しちゃったりで
通園できないまま小学校にチャレンジだ
けど、優ちゃんのペースでのんびりエン
ジョイしようね。
優ちゃんの世界が今よりもっと広がっ
て、キラキラ輝くことを願ってるよ。
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拓真、雄真へ
中学入学おめでとう。
小学部に入学したのが、つい昨日の事のように思えます。
先生方に恵まれ、たくさん可愛がってもらい、隠れた潜在能力を引き出してく
れて、すごく成長したね。
中学部に入学したら、もっともっとその能力が伸びる様に楽しく一緒に頑張ろ
うね！

モリくん卒業おめでとう♪
4 年生の時、あなたが「ありがとう」と
言葉に出してくれたこと、本当に嬉しか
った。
中学生になっても新しいあなたをたく
さん見せてね☆

早産で小さく産まれた雄太郎。その時
は今の元気なあなたを想像する事はで
きませんでした。心配で仕方なかった
あの頃が嘘の様。いっぱいの笑顔と優
しい気持ちでパパとママを幸せにして
くれます。ありがとう！そしておめで
とう！！
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まほちゃん
学校の欠席も５日以内。中学三年間
一緒によく頑張りました (o^-^o)
昨年の褥瘡がひどくなったときはど
うなるかと思いましたが、萌さんと
一緒に乗り越えられました。高校入
学しても、一緒に頑張ろうね！

あっという間に過ぎてしまった中学生、学校に行ける日がちょっ
と少なかっけど行けた日はすごくいい顔してたね。
卒業を迎えられて、とてもうれしいです。ありがとうね。
卒業を迎えた瞭、そしてみなさん本当におめでとうございます。
そして支えて下さったたくさんの方々、ありがとうございます。
この先もどうぞよろしくお願いします。
高校生になったら出席日数の方が多くなるようにがんばろうね。
瞭、よろしく
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佑輔君
ばんざーい卒業です。
この日を迎えられたのも萌をはじ
めたくさんの方々やお友達が支え
てくれたお陰です。
感謝してまーす。
これからも頑張るぞー。

毎日毎日 風の日も雨の日も暑い日も
寒い日も、コツコツと良く歩んできま
したね。努力家のあなたを、家族は皆
誇りに思います。卒業おめでとう！
私たち家族は、萌の皆さんと出会え
た事を幸せに思っています。長期にわ
たり見守り、励まし、支えてくださり
ありがとうございました。
西村観気 母 朱美
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泣いてばかり、怒ってばかりだった
あなたが『中学三年間で成長した
ね。』と周囲の人達からメッセージ
をもらい母はそんな貴方を誇りに
思います。
自ら表現を探し、伝えること、通じ
合う喜びを感じている姿をこんな
に早く見れると思ってなかったよ。
これからは、もっと自信を持ち丁寧
に伝える技を磨いていこうね！卒
業、おめでとう！
勇樹母

事務所

陽当たりのよい三矢ビルの 3 階です♪

奥別室では事務や会計のお仕事を…

カンファレンスも１つのテーブルでみんな一緒で。

広くなったので遊びに来てくださいね。

事務所地図

〒２２０－００６１

横浜市西区久保町４－１２

押田会計事務所様より
三ツ矢ビル３階
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会報にこのような場を設けていただきありがとうござ
います。この場を借りて萌の皆さまへご報告させていた
だきたいと思います。
私事ではありますが、2 月に入籍をいたしました。
皆さまからお祝いのお言葉をいただき、とても嬉しく思
っております。
これまで、仕事でこどもたちに色々な説明をしてきま
したが、この報告はどのように説明して良いか戸惑って
おります(笑) ぜひ、お母様がたから折を見てこっそり
説明していただけたらと…(笑)
今後も変わらずに萌の一員として頑張って行きますの
で、どうぞよろしくお願い致します。
地引(じびき)織枝

(旧姓 五味)

～ごあいさつ～
三月いっぱいで退職する事になりました。今までお世話に

病院での新人時代、たまたま同じ会議に参加したのが萌との出

なり本当にありがとうございました。

会いで、その頃は萌の活動もよく分かっておらず、まさか自分

萌で働いていて感じていた事は、訪問中、お母さん達やお

が働くことになるとは思ってもいませんでした。そんな出会い

子さんとゆっくりお話が出来て嬉しかった事。抱っこやマ

から数年後、少しでも在宅でのお手伝いが出来たらという思い

ッサージやお風呂などのリラックスタイム、工作などの遊

で萌の一員になりました。

びの時間で、穏やかな表情やにっこり笑顔もたくさん見れ

訪問するたびに『待ってたよー』と温かく受け入れてもらい、

て嬉しかった事。ご家族にとてもとても大切にされている

私自身がその言葉にほっとさせられることがたくさんありま

お子さん達が、お家で過ごしている時間って、とても大切

した。家族の方と一緒に子ども達の成長を感じ喜んだり、時に

な時間なんだという事。非力ながらもちょこっとそのお手

は女性として先輩であるお母さん達に人生相談に乗ってもら

伝い出来た事が嬉しかったです。

ったり…毎日の訪問は楽しく、学びある日々でした。

萌で働いた期間は 2 年半と短かったけど、たくさんの思い

気づけば私自身が元気をもらうことが多かった３年間。

出と学びがあり、退職がまだ実感できませんが、次の職場

萌の活動を通し在宅での生活の楽しさを改めて知ることがで

でも萌で学んだ事を活かして頑張りたいと思います‼で

き、萌のスタッフ・利用者さん・ご家族の方々には感謝の気持

も、訪問していたお子さん達に会えなくなってしまうのが

ちでいっぱいです。

寂しすぎて 4 月からしばらくはもぬけの殻になりそうで

４月から訪問できないことはとても寂しいですが、またどこか

す、、、。頑張ります。

で会えるのを楽しみに頑張りたいと思います。
鳥居愛

３年間本当にありがとうございました。
椿山淳子
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会員一覧（平成 25 年 3 月 5 日現在

敬称略順不同）

正会員
沖田康子 北村千賀 溝田涼子 関水好子 平あゆみ 茂木
香苗 五味織枝 椿山淳子 松谷由紀子 石津道代 古内由
美子 西村恵子 中澤徳子 及川さつき 横井明子 桑原美
佳 下河辺治美 鳥居愛 栁川あづさ 佐藤和子 疋田久子

平成 25 年度会員募集

後藤淳子 森桂子 高橋幸子 赤津あすか 平井幸明

平成 25 年度の会員を募集いたします。ご協力をお願いいた

賛助会員

します。利用者様ご家族には毎年会員登録をし『萌』をご利

赤塚鈴代 秋元大樹 浅野真歩・一枝 朝比奈和子 有田豊

用くださるようお願いいたします。

飯盛康将 池上真之・颯 石井あけみ 石舘美弥子 伊東孝介

◆正会員

岩本侃大 上村風歌 越中ミユキ 及川治翁 大橋敬子 大

年会費 １0０００円
０００円

原則として誰でも入会できます

室寛子 岡村正美 小河敦 小野実柚 樫村正子 加藤芳明

総会に出席し議決に参加することができます

木多啓介 工藤晶恵 久保初枝 倉島雄太郎 小林正幸 猿

◆賛助会員Ａ
◆賛助会員Ａ 年会費 １００００円
１００００円

渡純一郎 新屋良一 杉野原香 鈴木誠一・寛五朗 鈴木優希

会の活動に賛同、利用する個人または団体

高橋トシ子 高橋伸子 高橋優 田中奈緒子 谷岡俊幸 田

◆賛助会員Ｂ
◆賛助会員Ｂ 年会費 ３０００円
３０００円

沼清司 辻本光幸・佳織 手塚由紀 寺垣宣記 中川深月 中

会の活動に賛同、利用する個人または団体

島理香 中村悦子 中村裕之・真菜 中山茂樹 夏川恵子 西
村観気 沼野範実 野々村孝志 濱田愛 林万り 福岡照

郵便局振込口座記号番号 00230－5－111338

美・伽帆 福田友佑 藤平喜一 古川喜美子 古澤光琉 古屋

加入者名：ＮＰＯ法人レスパイト･ケアサービス萌

悦世 堀川則孝 本田豊 牧野みどり 松村郁子 松本洋介
宮澤沙季 村山志保 谷田部充拡 谷戸美佐 山本重幸 山

編集後記
2 人の退職はさびしいですが、きっとまたどこかで 2 人の元気な

本総来 横井智也
税理士法人押田会計事務所 NPO法人西区地域活動ホーム

声と笑顔に出会えるはず…それぞれの道で頑張っていきたいと思い

地域訓練会グループスヌーピー 岡田江里子

ます。(地引)３年間慣れないながらも萌の会報に携われとても楽しか

横浜重心グループ連絡会パザパネット 下山郁子

ったです。別れ・そして新たな出会いを大切にこれからも頑張って行

寄付

きます。(椿山)今年 1 年間、会報を担当させていただきありがとうご

大橋敬子 浅野真歩・一枝 池上真之・颯 松本洋介 菅沼亮

ざいました。とても楽しかったです(^○^)萌を卒業しても、会報を読

一 工藤晶恵 福岡照美・伽帆 古川喜美子 雀部邦子 北本

んで、情報収集したいと思います(笑)(鳥居)

康二郎 早川好子 オーウェン・アナベル 佐治金次郎 中川
深月 朝比奈和子

お知らせ
10 周年を萌のみんなでお祝いしようと、『10 周年記インベント』を
９月 14 日（土）企画しています。日時・場所・内容は後日お知らせ
しますのでふるってご参加下さい。また、記念誌の投稿も続けてお待
ちしていますので、宜しくお願いします。
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