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「母」

北村千賀

春のあたたかな日差しは、どんな人にも公平に注ぎ、自然の芽吹きは子どもたちの成長
を促してくれているように思え、3 月生まれの私はもっとも好きな季節です。
「母はすべて、人間全体の母であれかし。わが子のみの母であっては、いかにやさしき母
であるとも、人間全体の母とはいいがたい点がでてくる。母は、人間の幸不幸に対して、
わが子の幸不幸に対するのと同じ敏感さをもたねばならぬ。そして、不幸にする原因と闘
わねばならぬ。人間を苦しめる要素と闘う母こそ、人間の持ちたい母である。」この言葉
は岡部伊都子のエッセイ『おりおりの心』の「母」の一節です。
私自身を振り返ると子育ての最中にはなかなかこうした母親像にはなれませんでした。
わが子の成長に気をとられ、他の子と比べたりして、一喜一憂しておりました。
そうした時に私にブレーキをかけてくれたのは障がい児のお母さん方との出会いでした。
障がい児教室を手伝って欲しいと声がかかり、伺った先は多くのお母さん方が自主的に開
いている教室でした。その教室は児童館の一室を借り、知的、身体等の色々な障がいを持
った子が一日過ごす場所でした。運営もすべてお母さんたちの肩にかかっていました。自
分の子どもだけでも大変なのに、仲間同士の助け合い、そして子どもたちの将来を見据え、
役所への陳情等に時間を割いているのです。
この出会いから、私は自分の子どもだけに目を向けていられなくなりました。あれから
40 年の時が流れています。そして岡部さんの言葉に出会い「そうなのだ」と共感を覚え、
常に自分に言い聞かせ、今日があります。
世界中には小さな命を脅かす戦争、飢餓そして児童虐待など悲しみの場面が多くありま
す。たった一人の小さな子どもの幸せを保証したいと思う時に、すべての人間の平和が無
くては実現しない気がしています。新しい年度の歩みを始める萌の子どもたちのことを思
いながら、平和を祈りつつ、これからも歩んでいきたいと思います。
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ご卒業・ご入学
おめでとうございます。
♪ご家族からのお祝いメッセージ♪

-卒業によせて-幼さが残る小学校入学から
時が流れ、いよいよこの春卒業。４月には中
学生になるなんてとても信じられません。
沢山の経験を積み重ねて来たこの年月は決
して平坦な道ではなかったけど、先生や周り
の方々に支えられ、一歩一歩

歩んできた

ね。これからも様々な困難を乗り越え成長し

優、小学部卒業おめでとう。

てゆく姿を見守っていくからね。そしていつ

この日を共に迎えられた事、本当に本当に嬉

もみんなから可愛がられるテル坊でいてね。

しく思っています。

卒業、心からおめでとう！

頑張る姿をたくさん見せてくれてありがと

お父さん、お母さんより。

う。
４月からは、いよいよ中学生だね！！
これからも支えてくれる方々への感謝の気
持ちを忘れずに歩んでいきましょう。
ファイト！！優

太智へ
小学校卒業おめでとう！
入学したときの写真を見ると、
お互い幼かったね。
あんな小さかった太智が大きくなりまし
た。本当に大事な弟で、宝物です。
これから中学校へ入学だけど
たくさん学んで成長して行ってね
卒業おめでとう。
姉 朱莉より
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たーちゃん、中学卒業おめでとう。
たーちゃんが生まれてもう１５年が経つというこ
とを考えると、ここまでよく頑張ったね。私が高校
受験の勉強で辛い時は、たーちゃんの頑張っている
姿を見ると私も頑張ろうと思いました。これから高
校生になっても人を元気づけるような人になって
ください。

もくより

美波へ
卒業おめでとう！
３年前小学校が終わった時、服のこだわりがあ
ったあなたは制服が嫌いでした。
中学をどこへいったら良いか悩みましたが、私
服 OK の学校に入学。
祝

始業式や終業式など、年に何回かは着る機会が

卒業・入学

あり、少しずつ慣れて行きました。

小学校の入学式がついこの間の様に感じられ

そして、今年卒業です。

ますが、確かに６年の年月は流れている実感

今では制服を着ていく日だとわかると、自分か

があります。

ら着られるようになりました。

それは体が大きくなった事。

他にも食べられるものが増えたり、周りの人に

目と目が合う様になってきたり。

合わせた行動が出来るようになったり、たくさ

言葉にならなくても会話をし合っている

んの成長がありました。

ような時が持てたり。
楽しい事がいっぱいありました。

早いもので 4 月からは高校生。
自力通学の練習を始めます。
いつか１人で電車に乗る事を夢見て、頑張りま

中学校に進んでからも積み重ねを大切にして

しょう！

頑張ってください。
母より

それでは、これからも家族を笑わせて下さいね
(^-^)/

母より
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総来、卒業おめでとう！いよいよ社会人ですね。
重い障害があっても、無理せず楽しいことを見つけて生活できるように…とこの横浜に住まいを構
えたのが 4 年前の事でした。その時真っ先に思い出したのが以前お世話になった「萌」の存在でし
た。親だけでない人と楽しめることも大人への一歩だと思い、来ていただくようになりました。萌
のスタッフさんが来てくれると
「今日はお出かけする！」と目がキラキラと
輝いて、本当にはっきりと主張します。
この頃は、ご近所の顔見知りが母よりも
多くなって逆にびっくりさせられることも！
本当に頼もしくなりました。
にぎやかなことも、のんびりするときも
心から楽しめるあなたのしなやかな心は、
いろいろな人と絡み合い、しっかりと
この場所で根をはって周りの人を
優しい気持ちにさせる存在に
なっていくといいなと思っています。 母

健太 卒業おめでとう！
あっという間に高校生活３年間終わりまし
たね！
うれしいような、ちょっと寂しいような気持
ちです。
健太は学校が大好き、先生が大好き、お友達
が大好きで毎日が楽しそうでした。
萌さんをはじめ多くの方々に支えられて卒
業を迎えられました。
ありがとうございます。無理をしないで少し
ずつ頑張りたいと思います。
啓介へ

高橋トシ子

卒業おめでとう。
たくさんの素敵な人たちに恵まれて、貴重な
経験を積み重ねた 12 年間。
あなたは、本当に頑張りました。そして素晴
らしく成長しました。
そんなあなたの姿を、私たち家族は誇りに感
じています。ありがとう。
これからも一緒に笑顔で歩んでいきましょ
うね。
父・母・兄より
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アナベルへ
卒業する日を寂しそうにあと何日と毎日伝えてくれます。

卒業おめでとう。

卒業式は泣いてしまいそう。緊張してしまいそうといい、

ふと気が付くとアナベルも 13 歳。

今は将来の夢も自分の思いも相手にきちんと伝えること

保育園を卒業してあっという間の 6 年間。

が出来るまでに成長しました。

もうすぐ小学校生活を終え中学生になります。

子供の力は無限であると自分の娘を通し母として人間と

13 年間思い起こせばいろいろありました。

して育てられているような気がします。よく親は無償の愛

運命・宿命？
７９６ｇの手のひらサイズの超未熟児で生まれたことに

を子供に注いでいるというけれどそれは逆で本当は子供

より２ｋｇになるまで小さな小さな体で頑張っていたの

からたくさんの愛情を受けているのだと子供から無償の

に退院の前日に髄膜炎になりそれがもとで脳内出血を起

愛を受けているのです。母の心が折れそうな時もあの子の

こし水頭症に手術にあけくれる日々が始まり一年間の間

笑顔が心を癒します。アナベルは毎日を一生懸命生きて輝

に 24 回もの脳の手術。家族にとってその過程は言葉では

きをはなっているのです。たくさんのことを私たちに教え

言い表せない苦悩と葛藤の日々でした。なんの未来も見え

ています。

なくてどこに彼女の人生があるのだろうか？何のために

アナベルにはこれからもたくさんの試練が待っていると

生まれて来たのだろうか？ ただただ苦しかった。地獄で

思いますが、ひとつひとつ挑戦しながら希望のある未来に

した。今でもなぜ？アナベルがそのような目にあったのだ

向かって毎日頑張ってほしいなと思います。

ろうと思う。

つい先日姉のミュージカルの舞台を一緒に見に行ったと

13 年たった今でも心の奥底に秘めている思い。

き、それまでおねえちゃんが練習をしていた歌を一緒に歌

時を戻したい。もう一度お腹の中に戻して元気に生んであ

い、いつもおねえちゃんに並べそしておねえちゃんを目指

げたい。その思いは消えることはないと思う。

して過ごしていたアナベル。おねえちゃんの舞台を見て大

そして一年前は 25 回目の手術にも挑みました。

泣きでした。感激した涙と言っていました。姉のそれまで

赤ちゃんの時とは違い自分でも状況を一生懸命理解しよ

の努力や苦労を傍でずっと見てきて見守っていたアナベ

うとしながら自分の病気に向き合いつらい手術と日々に

ル。姉のすばらしい舞台にきっと自分を重ねていたのかも

耐え、そしてまた乗り越えました。

しれません。

彼女の生命力の強さはどこからくるのだろうか？
だれが今のアナベルの姿を想像できたでしょうか？

OWEN 家の二人の天使。

奇跡を起こしています。

アレックスとアナベル。

今は身長１４５ｃｍ体重も 35 キロもあります。
いろいろ障害もあるけどよく食べよくしゃべる元気で勇

お互い仲良くずっとこれからも一緒でアナベルの大好き

敢な女の子です。なんどもなんどもどん底に突き落とされ

なおねえちゃん。アナベルが見ている一番近くにいる一番

なんどもなんども地獄をさまよいこれでもかこれでもか

の味方でライバルであるおねえちゃん。おねえちゃんがい

と踏ん張って小さな体で未来を希望を信じ頑張って戦っ

るからアナベルは幸せ。

てきたアナベル。

家族でいつも明るい未来をみていきたいな。
アナベルの夢は家族の夢。アナベルの笑顔は家族の宝。
アナベルよ、大志を抱け。

家族の誇りです。

不思議な魅力と笑顔で彼女を取り巻く人々を幸せにする
アナベルにたくさんのたくさんの幸あれ。
小学校に入ったころはまだベビーカーに乗っての通学で

空のように高—く、

した。そのアナベルも今は歩いて学校に通い、運動会では

澄み切った心で

100ｍも走ります。びりでも最後まで走ります。自分の

いつも幸せで笑顔多き人生で

足で歩くことが大好き。学校行事もすべて参加しお泊り行

あってほしいと

事もきちんとこなしてきました。

子供達に願う母でした。

自分の名前も自分で書けます。

2014 年 3 月
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ママより

さまざまな偶然の出会いや不思議なタイミングが重なり、２００５年の夏、初めて萌に出会
い、２００９年の冬、萌と再会しました。私の看護師人生の約半分、萌に居ました。（長いよ
うな短いような。笑）これからの看護師人生においては振り返ると“短い”と感じるかもしれま

せんが、自分としては一番多感な時期（思春期か！？笑）を過ごしたように思います。そして、
２０１４年の春、旅立ちます。（笑）
利用者の皆様、ご家族の皆様、スタッフの皆様、お世話になりました。そして、ありがとう
ございました。萌で出会った皆様にはたくさんのことを教えていただきました。このスペー
スでは書ききらないので、まとめて言うと・・・「訪問看護、介護は素晴らしい！」ってこ
とです（まとめすぎ。笑）利用者さんとご家族の隣で、大事なこともそうでもないことでも「あ
ーだね、こーだね。どうしよっかね？こまったね。こうしてみるはどう？」とか。
「もぎー、それはないでしょ？笑」とかなんやかんや。。。一緒に悩んで、考えて、いった
んあきらめてみたり、頑張ったり、泣いたり、笑ったり、
悲しんだり、喜んだり。“そういうことが大切”ってことを
教えてもらいました。これから私はまた一から勉強する気持ち
で大海原にでます。（旅です。航海です。んなわけない。笑）
どこかでお会いできるのを楽しみにしています。
（その時は皆様の左後ろから“チョンチョン”っと突っつくので
振り向いてあげてください。）

平成 26 年３月末 茂木香苗
地引さんセレクトのお花です。
可愛い！私にぴったり（笑）

新年度を迎えるにあたり一言・・・・。
昨年度は創設 10 年を迎え「10 周年の会」という大イベントを行うことが出来ました。
そして感謝の気持ちと新たな気持ちで歩み始めた年でした。いつも利用者の皆様をはじめ
多くの方々に支えられ、私達は明るく元気に訪問に伺うことが出来ています。
3 月、別れる仲間もあり寂しく
残念な想いではありますが、
スタッフ一同力を合わせて
子どもたちの笑顔とご家族の
支援に向けて努力して
行きたいと思います。
今年度もよろしくお願いいたします。
管理者
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関水

好子・平

あゆみ

ご存じですか？

メディカルショートステイ
横浜市では、医学的管理を常時必要とし、医療ケアを要する在宅重症心身障害児者の在宅療養を
支援するため、医療機関 7 か所での一時的な入院による受け入れ（メディカルショートステイ）を
2012 年 7 月より開始しています。
★在宅療養が一時的に困難になった場合に利用できます。利用できる期間は 1 回につき原則として 7
日間以内です。ただし、重症心身障害児施設などが実施している短期入所等の障害福祉サービスが利
用できない場合に限ります。
★入院先の病院は横浜市内の協力医療機関現在 10 カ所です。ただし、入院先の指定はできません。
★メディカルショートステイする医療機関では検査や治療を原則行いません。また病状悪化により治療
が必要となった場合は、主治医と連絡のうえ転院をお願いすることがあります。

申込方法

利用にはあらかじめの登録が必要になります！
【相談・説明】
利用相談窓口
お住まいの区を担当する児童相談所にご相談ください。
・中央児童相談所（担当区：鶴見、神奈川、西、中、南） Tel 045-260-6510（代）
・西部児童相談所（担当区：保土ヶ谷、旭、泉、瀬谷）

Tel 045-331-5471（代）

・南部児童相談所（担当区：磯子、港南、金沢、戸塚、栄）Tel 045-831-4735（代）
・北部児童相談所（担当区：港北、緑、青葉、都筑）

Tel 045-948-2441（代）

＊登録手続きに必要な書類を受け取るために、児童相談所へ出向く
必要がありますが、困難な場合は対応いただけるようです。
先ずは電話で連絡しましょう。

【利用申し込み】
利用については、重心施設のショートステイサービス利用の検討を合わせて行うことから、先ずは各区福
祉保健センターへご相談下さい。

今後実際に利用された方のご意見などお伝
えしていけたらと思います。後日配布する
アンケートにご協力ください。
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お知らせ
平成２６年度会員募集

会員一覧（平成 26 年 3 月 5 日現在 敬称略順不同）

平成２６年度の会員を募集いたします。ご協力をお願いい

正会員

たします。利用者様ご家族には毎年会員登録をし『萌』を

沖田康子 北村千賀 溝田涼子 関水好子 平あゆみ 茂木香苗 地引織枝

ご利用くださるようお願いいたします。

松谷由紀子 石津道代 古内由美子 西村恵子 中澤徳子 横井明子

◆正会員

桑原美佳 下河辺治美 栁川あづさ 佐藤和子 疋田久子 後藤淳子 森桂子

年会費 １００００円

原則として誰でも入会できます

高橋幸子 赤津あすか 鈴木あすか 工藤 晶恵

総会に出席し議決に参加することができます

賛助会員

◆賛助会員Ａ 年会費 １００００円

赤塚鈴代 秋元晴美 朝比奈和子（佑輔）有田豊 飯盛康将 石井あけみ

会の活動に賛同、利用する個人または団体

石舘美弥子 伊東孝介 岩本侃大 上村風歌 越中ミユキ 及川さつき

◆賛助会員Ｂ 年会費 ３０００円

大橋敬子 大室寛子 岡村知明 小河敦 小野実柚 樫村正子 加藤芳明

会の活動に賛同、利用する個人または団体

菊谷秀子 木多香 北本康次郎 久保初枝 久保田国栄

郵便局振込口座記号番号 00230－
00230－5－111338

久保田みどり 倉島雄太郎 小林正幸 今慶之 新屋恵子 菅沼亮一

加入者名：ＮＰＯ法人レスパイト･ケアサービス萌

杉野原香 鈴木優希 高橋健太 高橋伸子 高橋優 田沼清司

～総会・講演会のお知らせ～
平成２６年度法人総会を下記の通りに行います。正会員の
方は是非ご出席ください。欠席をされる場合は、委任状の
提出をお願いします。講演会はどなたでもお聞きいただけ

辻本光幸（佳織） 土屋雄聖 坪山純子(太智) 手塚由紀 寺島由美
富井正浩 鳥居愛 中畝治子 中川深月 中島理香 中村悦子
中村裕之（真菜） 中山茂樹 夏川恵子 沼野範実 野々村孝志 秦智美
林万り 福岡伽帆 福田友佑 藤平喜一 古川悟 古澤光琉 古屋悦世
細谷聡子 堀川則孝 本田豊 牧野博人 松川真吾 松村郁子 松本洋介

ます。

宮澤沙季 森本遙香 谷田部充拡 谷戸美佐 山本重幸 山本総来

日時：平成 26 年 5 月 24 日(土)

地域訓練会グループスヌーピー 星 佳代

・総会 13：00～
・講演会 14：30～

和知恵子 税理士法人押田会計事務所 NPO法人西区地域活動ホーム

講師 李 国本 修慈先生

NPO 法人地域生活を考えよーかい代表

横浜重心グループ連絡会パザパネット 下山郁子
港北区学齢障害児地域生活支援事業なつとも

寄付
編集後記

オーウェンアナベル 大橋敬子 松本洋介 工藤晶恵 福岡照美（伽帆）

卒業・入学のお子さん、ご家族の皆さんおめでとうございます。茂木さ
ん、寂しいですけど新天地で頑張ってくださいね。(赤津） ご家族から
の素敵なお祝いメッセージありがとうございました。(地引） 新しい門
出の春を感じる会報でした。(後藤） 萌に入職して、思えばずっと会報
係でした（笑）。限られたページで最大限の情報をお知らせしていたつ

雀部邦子 北本康二郎 早川好子 佐治金次郎
小島真理子 中川深月 朝比奈和子（佑輔）
沖田康子 新屋恵子 杉野原 香
田中奈緒子 堀川則孝
神奈川区社会福祉協議会 押田会計事務所

もりでしたが届きましたでしょうか？これからも萌の会報を楽しみにし
てください♪(茂木）
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