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育児書のない子育て
北 村 千
暑い暑いと言って過ごした夏が終わると、その影響で台風がいくつも上陸し、

賀

各地に被害。他方、福島の放射能汚染水漏れなどと心痛むニュースが伝えられています。
その地に生活している幼い子供たちの命に思いを馳せ、心が痛みます。
萌の 10 周年記念の行事は皆様のご協力のもと、すべて感謝のうちに終わりました。
それぞれのお家に在る子どもたちが会場に集まれたことで、萌の利用者が一つの家族にな
れたような感じを持ちました。そこに集まったご家族は、種々の障がいを持ち、それぞれ
育児に格闘していることを改めて思わされました。
「育児書のない子育て」私がこのことに気が付いたのは 40 年近く前のことです。それは
わが子を育てている中では、どうしたらよいかわからなくなった時、私はなぜ、どうして？
どうしたら？と答えを求めて育児書をしょっちゅう開いていました。なのに出会っていく
障がいを持った子どもたちを育てるお母さんには育児書がないのでは？と気付かされまし
た。現在は育児雑誌が店頭にたくさん並んでいます。しかしそこには萌の子ども達に適切
なものは見つかりません。専門書には少しはあったとしても、さっと毎日の生活で開いて
いられるものではない気がします。
そうした中で一人一人のご家族は、誕生から今日まで悩み、迷い、手探りで育児をしてそ
れぞれが発見をし、育児書を作っている過程にいらっしゃるのだと想像します。
「すごい」ことをしていらっしゃるお母さん、お父さんに私は尊敬の念を抱くようになり
ました。そして訪問をする時にはお母さん、教えてくださいと素直に思え、お聞きし、子
供にもどうしたらよいですかと聞く姿勢を持てるようになりました。
こうした生きる姿勢を学ばせていただいて、
私が出会う全ての人はみんな違う存在であること。
そして私には経験できない貴重な体験を持っている
人として、かけがえの存在になってきました。
そして私は“人”が大好きになりました。
「萌」の働きが、こうした育児書のない方々に
少しでも知恵袋として存在できたら素敵だなと
思わされているこの頃です。
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萌 10 周年の会
2013.9.14

ワークピア横浜にて

皆様のご協力の下、10 周年記念式典・萌のあゆみ発行を無事に終えることが出来ました。
ありがとうございました。
ボランテイア活動から在宅支援事業に発展した「萌」が地道に訪問活動を続けて 10 年。利用者様や多くの
方達から温かい応援のメッセージ、感謝のお言葉に励まされながら歩んで参りました。
ご家族と私達スタッフ、支えてくださった方々が一緒に楽しく過ごせる時間を持ちたいと言う思いからこの
10 周年の会を企画いたしました。当日はお天気にも恵まれ、あっと言う間の 2 時間が過ぎ、笑顔はじける会
となり安心いたしました。
これからも萌は皆様と共にご家族のニードにあった訪問が出来るよう努力していきたいと思います。今後と
も、ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

管理者

関水・平

成長をみさせて頂いた子どもたちと
十周年を一緒に祝えてとても嬉しい
です。又訪問したことがない子ども
にも会えてよかったです。中澤

色とりどりのたくさんの風船に囲まれた会場で
普段、お会いすることのないお子さん
の楽しいひとときを、当日参加出来なかった家族
やご家族の方たちのお顔を見ること
の皆様とも♡心ひとつ♡で迎えていると思いな
ができて嬉しかったです。楽しく過ご
がら過ごしました。これからも“ほっと一息”の
すことが出来ました。赤津
お手伝いをさせてくださいね。松谷

ご家族、特にいつも応援してくれて
いる兄弟児から「楽しかったー」の
子どもたちはみんなキラキラしていて、普
声が聞かれ、嬉しかったです。石津
段お家でみるリラックスした姿とはまた
改めて、この出会いに『ありがとう!!』
違ったかわいい・かっこいい姿が見られて
横井
うれしかったです。高橋

たくさんの子ども達に出会えて、とても嬉しい時間でした。また、みんなの笑顔
を拝見し、ますます頑張らなきゃ!とも思いました。これから先の日々も変わら
ず、子どもたちの傍でいろいろな成長を見ていけたらいいなぁと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
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下河辺

プログラム

総合司会

１．あいさつ

平 あゆみ

代表理事 北村 千賀

萌 10 歳、お誕生日を皆様とお祝いできましたこと、とて
２．祝辞

沖田 康子

３．乾杯

福田 毅

も嬉しく思いました。お母さんからの「暖かい手作りの会
ですね。皆さんの思いが伝わり親子で感激しています。」
４．歓談
との言葉を伺い、私も感慨深く思った一人です。これから
５．マジックショー
５．マジックショー

マジックガールズ＋α
マジックガールズ＋α

の萌の発展を願っています。 西村
６．ジャグリングショー

大道芸人

ハンド

７．バルーンショー

パフォーマー しほちゃん

８．じゃんけん大会
８．じゃんけん大会

下河辺 治美

みんなの笑顔が一つになった、夢のよ
１）子供の部 ２）メンズの部 ３）レデイースの部

うなひと時でした!ありがとう。 森
９．合唱「世界に一つだけの花✿」
10．終りの
10．終りの言葉
．終りの言葉

全員
関水 好子

久しぶりの子ども達やご家族にお会いでき、成長ぶり
に感激しました。また、同じ空間をおしゃべりしたり
笑ったりと共有できる人々がいる幸せをひしひしと
感じました。皆様、ありがとうございました。 溝田
当日体調不良で来れなかった方、とても残念で
した。10 周年の会では皆さん一同にお会いでき
マジックなど余興が本格的でよかったです。

て、お家とは違う「お外の顔」が見られたこと

兄弟たちも一緒に楽しめましたという利用

がとてもうれしかったです。 桑原

者さんからの意見が多く聞かれました。古内

この場をおかりして…“ワークピア横浜の担当者様、スタッフの
皆様、ありがとうございました♪”大きなアクシデントもなく安
全に楽しい会となったのはワークピア横浜の皆様のご理解ご協
力があったからです♪一年以上前から打ち合わせを重ね、私たち
の思いや希望を叶えて頂きました。会場や控室の設営、裏口エレ
ベーター、食事もミキサー食も大好評でした(*^^*)茂木

今さらながらでお恥ずかしいのですが、萌
が大勢の方々に支えられていることを知
り驚きました！ 栁川

訪問ではなかなかお会いすることの
できないお父様の参加も多くとても
嬉しかったです。
本当にありがとうございました。地引
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全員合唱♬

新企画！

おしゃべりコーナー
今号から始まりました！『おしゃべりコーナー』！
訪問させていただいているご家族と、スタッフは

いろいろなおしゃべりをしています。埋もれさ
いろいろなおしゃべりをしています。埋もれさせたらもったいない楽しい情報を
埋もれさせたらもったいない楽しい情報を
この『おしゃべりコーナー』の中で少しずつ紹介していきたいと
この『おしゃべりコーナー』の中で少しずつ紹介していきたいと
思います。
今回は・・・おでかけ編！

群馬県にある「バリアフリーペンション

まついだ森の家」
アットホームな雰囲気で寛
がれたとのことです。車で 30

大きい

分くらいのところに恐竜博物

お風呂だ

館があります。リアルに動く

ぎゃ～♪

恐竜にびっくり♪

わぁ～！楽しそうだぎゃ～♪
詳しいことは萌スタッフにお尋ね
ください♪

バリアフリー施設に限定せず、あえて一般旅館に宿泊する旅行を楽しんでいるご家族もい
らっしゃるようです。
らっしゃるようです。そのご家族の話では、「子どもの宿泊費用はかからないし、内風呂があ
そのご家族の話では、「子どもの宿泊費用はかからないし、内風呂があ
ってゆっくりできるし、『お手伝いします』なんて、意外とサービスがいいのよ。」ということでし
ってゆっくりできるし、『お手伝いします』なんて、意外とサービスがいいのよ。」ということでし
た。 お子さんとご家族が楽しめるカタチをいろいろ試してみるのもいいですね♪
お子さんとご家族が楽しめるカタチをいろいろ試してみるのもいいですね♪

♪他にも・・・♪ 山梨県の小淵沢に「みんなのふる
さと」という宿泊施設が建設中のことをご存知です
か？いろんな体験もでき、医療棟も完備された宿泊
施設だそうです。完成が楽しみですね！

みなさんからの素敵なおしゃべりコーナーのネタ♪
みなさんからの素敵なおしゃべりコーナーのネタ♪
どしどし待ってま～す！！
どしどし待ってま～す！！
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11 月から萌のスタッフになりま
した藤本です。小児病院の勤務経

ス タ ッ フ 紹介

験があり、退職後は三人の男の子
を育ててきました。今、社会復帰
の第一歩を、萌で迎えられたこと
を本当に嬉しく思っています。慣
れないうちは、何かとご迷惑をお
掛けするかと思いますが、どうぞ
宜しくお願いします。
看護師

藤本

志のぶ

関水さんのお誘いで萌のス
タッフとしてお世話になる
ことになりました。
スタッフの皆さん、利用者さ
んのお役に立てるように慣
れない事でご迷惑をおかけ
すると思いますがどうぞ宜
しくお願い致します。
事務 菱沼 恭子

✐勉強会にいってきました✐
勉強会にいってきました✐
横浜療育センターでミキサー食についての勉強会がありました。実際に「胃瘻食」として提供
している栄養士さんがお話してくださいました
している栄養士さんがお話してくださいました。ミキサー食の良さは家の食事を同
お話してくださいました。ミキサー食の良さは家の食事を同じように食べ
。ミキサー食の良さは家の食事を同じように食べ
ることができること、栄養強化の役割も大きいこと、また提供する側としても食事の楽しさを考
える時間になっていることを学びました。
子どもだからこそ必要な水分や栄養量の把握方法、また経時的に観ていく必要性をあらため
て感じ、萌の訪問のなかでも活用できることはないかと検討中です。
ミキサー食の作り方など、次号以降の会報に特集していこうと考え中！乞うご期待!!!
ミキサー食の作り方など、次号以降の会報に特集していこうと考え中！乞うご期待!!!
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お知らせ
年末年始

平成２５年度会員募集
平成２５年度会員募集
慌ただしい年の瀬となりました。今年も皆様のご協力に
より、萌の活動が出来ましたこと、感謝申し上げます。こ

平成２５年度の会員を募集いたします。ご協力をお

れからも皆様のご要望に応えていかれるよう、スタッフ一

願いいたします。利用者様ご家族には毎年会員登録

同励んでいきたいと思います。ご支援のほどよろしくお願

をし『萌』をご利用くださるようお願いいたします。

いいたします。

◆正会員

年末年始は 12/2７～1/５、事務所を閉めさせて頂きま

年会費 １００００円

原則として誰でも入会できます

す。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願

総会に出席し議決に参加することができます

いします。この間何かございましたら、管理者の携帯まで

◆賛助会員Ａ 年会費 １００００円

ご連絡ください。インフルエンザ等、流行る時季となりま

会の活動に賛同、利用する個人または団体

した。

◆賛助会員Ｂ 年会費 ３０００円

どうぞご自愛くださいませ。

会の活動に賛同、利用する個人または団体

良いお年をお迎えください。

郵便局振込口座記号番号 00230－5－111338
加入者名：ＮＰＯ法人レスパイト･ケアサービス萌
ホームページリニューアル
法律が変わり、サービス内容が詳しく書かれていますので
見てください。スタッフの中澤さんのイラストが更新され

編集後記

ました。

寒くなりました。北国育ちの私でも寒さは苦手です。
１０周年のイベントはたくさんの方のご協力があり、素

防災

晴らしい会が出来ました。ありがとうございます♪(赤

震災や天災に対する意識が低くなっているように感じま

津)風が冷たくなりました。上州育ち、空っ風に負けな

す。「もしもの時のために」を一緒に確認していきましょ

い私でも寒さが身に沁みます（笑）。今回の会報は何と

う。

言っても１０周年ですね。楽しんで頂けたようで本当に
嬉しく思っています。これからの萌もよろしくお願いし

ファミリーコンサート
のお知らせ
1/26(日)

ます♪（茂木）いつも暑がりな私、寒い冬も元気に乗り

開場

１３：００

切っていきます！萌の 10 周年、みなさんと一緒にお祝

開演

１４：００

いできたこと、本当に嬉しく思っています。（後藤）

ラポールシアターにて
(主催：あひるの会)

萌らしい 10 周年の会の様子が伝わったでしょうか?
次は、15 周年…!?(笑)(地引)
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