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春、新しい年度を迎え、進級、新たな旅立ちをしている「萌」の子ども達は多くいらっしゃい
ます。そしてすべての子どもが、暖かな日差しと、周囲の方々の暖かな眼差しに包まれ、つくし
のようにまっすぐ成長して行けることを祈り求めます。
私がいつも読んでいるブログの中から一つご紹介します。「哲学者・エピクテトスの有名な言
葉に『神は人間にひとつの舌と、ふたつの耳を与えた。しゃべることの２倍多く聞けということ
だ』これは実に真理をついており言い得て妙です。さらに言うならば、人間には目もふたつ与え
られています。これはすなわち、お互いに相手の目をふたつの目でしっかり見て、コミュニケー
ションを取りなさい、ということでもあるでしょう」この言葉から沢山の示唆を与えられる気が
します。
私の悪い癖でせっかちに人の話を最後まで聞かないで、意見を述べてしまったり、自分流に話
を解釈して（加齢のせいか？聞き間違いも）、思いこんだりしていることが、特にここ最近多く
なっていて、家族の者から「最後まで聞きなさいよ」と言われハッとすることがあるのです。
エピクテトスの言葉と反対に二枚の舌で饒舌に語り、片方の耳でしか聞いていないで過ごして
いるのではと反省させられています。
そんな私ですが、電車の中などで出会う小さな子どもに知らん顔ができません。目を合わせ、
こんにちはと笑顔であいさつをするとほとんどの子がにっこりと笑顔を返してくれます。言葉は
かわせない距離でも出来るのです。心が通じると次にこの子がこれからも幸せに成長できるよう
にと心の中で願いを込め、もう一度挨拶をすると、どんな小さな赤ちゃんでも分ってくれる気が
します。そして、一緒にいるお母さんに「お母さん元気でね」との思いを込めて軽く会釈して別
れます。
萌に繋がるすべての方々と共に、心通わせて見つめ合い、歩み続けたいと願います。
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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

養護学校に初めて行った時、予
想通り光琉は、ずっと寝ていた
けど、先生たちがまわりを囲ん
でニコニコしていたんだよ。
入学を楽しみにしてくれてる

冬馬・来馬

よ。楽しい事をいっぱい教えて

通園の 3 年間で、自分でできることが増え、

貰おうね。

自信を持って行動できるようになったね。

卒園＆入学おめでとう。

4 月からランドセルを背負って大好きな白馬
と一緒に通え
るよ。楽しい学
校生活になり
ますように。
和知

冬馬

来馬

（恵子）

5 歳の誕生日に退院、
在宅生活をスタート、
今年 4 月から小学生に
なる太晴です。在宅生
活は萌さんのご協力が
無ければ成立しない大
変な生活ですが、これ
からも太晴の成長を一
緒に見守っていただけ
れば嬉しいです。
金野太晴父

実柚、センター卒園おめでとう❗
沢山成長してくれた実柚を見られ
てママはとても嬉しいです。
４月からはピカピカの１年生です
ね。
まずは元気に楽しく学校に通おう
ね❗❗
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渉が 6 年間で頑張った事①好き嫌いなく
何でも食べられます②股関節のオペをせ
しゅんくん、中学生になっても元気に学校に

ずにこれました③修学旅行で生まれて初

通って下さい！

めてのお泊まり体験を完璧にすごせまし

給食もたくさん食べてきて下さい！

た。中学部ではどんな事ができるかな？

萌さんとの、おやつやランチも、どんどん

卒業おめでとう！

チャレンジしましょう！
母もサポート頑張ります！

小河房子

玄樹くん、小学校卒業おめで
とう。体重はとっくに母を越

大地へ

え、大きくなりましたね。中

卒業おめでとう。通園時代は母子分

学でもがんばってね。

離もできなかったのに、いまではス
クールバスで登校し、ヘルパーさん
とも電車でお出かけできるように

中山さおり

なりましたね。これからも支えてい
ただけるたくさんの方への感謝の
気持ちを忘れずに、残りの学校生活
も充実したものになりますよう願
っています。母より
麗ちゃん、小学校卒業おめでとう♪
あまり学校には行けなかったけど、
家で先生と勉強頑張ったね！
6 年間かかさず運動会には参加出来
たし修学旅行も行けて良かったね♪
中学生になったら、もっと色々経験
してオシャレにも磨きをかけていこ
うね♪

小野麗華

麗華母

優果、卒業・入学おめでとう。
小学校入学から 6 年間、身
も心も成長しました。
萌のスタッフさん、支えてく
ださる方達にいつも感謝の
気持ちを忘れず、これからも
元気で楽しい毎日が過ごせ
ますように。
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有田圭吾です。
小学部では、いろいろな経験と沢山の
思い出が出来ました。中学部での生活をま
た楽しみにしています。
萌さんとのお付き合いも 9 年経ちました。
4 月からも、お風呂やマッサージ、
よろしくお願いします。
孝介、小学部卒業おめでとう！
そして中学部入学おめでとう
6 年間で勉強の時間はしっかり起きて、終
わったら寝る。とメリハリをつけられるよ
うになったね。
中学校は３年と短いけれど、またいろいろ
挑戦していこう。ゆっくりでいいからね^_^

沙希、小学部卒業おめでとう。
６年間あっと言う間だったね！
色んなことがあったけれど、沢山の人に支
えられ可愛がられて、大きく成長すること
が出来たね。
中学生になっても、はじける笑顔で学校生
活楽しんでね。

ご卒業、おめでとうございます
麗子、卒業おめでとう・・
麗子ママ
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藤平清子

瑞生へ
『瑞生、中学部卒業おめでとう!
この 3 年間でたくさんのことを伝えられるよ
うになったし、身体も大きくなったし丈夫にな
ったし、とても嬉しいです。残り 3 年間の学校
生活、どんな風に過ごすかとても楽しみです。』

凪彩へ
中学部卒業おめでとう
春からはいよいよ高校生ですね。身体や
心が大きく変化した中学生生活でした
が、これからは過酷な就活が始まります
凪彩のペースを維持しつつ、未来に向け
て一歩一歩踏み出して行きましょう
手塚由紀
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匠子、高校卒業おめでとう！たくさんの方々に支えて頂き、ここま
でこられたこと、心より感謝申し上げます。そして私もまた皆様に
「匠子ちゃんのお母さん」と呼んで頂き、「母」やってこられたと
思います（未だ匠子の心がつかみきれていない、デキの悪い母では
ありますが、、、）。
これからは学生を卒業して社会人となった匠子と、お互い支えあっ
て生きていきたいと思います。母娘と父の間の温度差は確信的では
ありますが、それなりに折り合いをつけて穏やかに暮らしていけれ
ばいいかなと思います。まあそんな～ことはどうでもいい！匠子の
頑張りに惜しみない拍手を送らせてもらうよ！そしてこれからも
よろしくね！

牧野みどり（母）

12 年前、小学部に入学する時、学校が遠かったので通学をあきらめて訪問
籍に決めました。それからは、学校で友達に会うことができないかわりに、
自宅にすこしでも多くの人に来てもらおうと考えて、学校の訪問の授業をは
じめ、訪問看護、訪問入浴サービス、訪問マッサージ、そして萌のスタッフ
も含めて、多くの方に訪問していただいてきました。
今、卒業を前に振り返ってみると、沙季はもちろんのこと、私もその方々
に支えられてきたことに気付きました。世間話をしたり、愚痴を聞いてもら
ったり、相談したりして、決して一人で思い悩んだことはありませんでした。
そしてそれはとても幸せなことだと思いました。
沙季も私も、多くの我が家を訪問してくれる人達に支えられて、無事卒業
を迎えることができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
4 月から新しい生活が始まりますが、新しい場所で新しい人と出会い、ま
た助けてもらいながら歩んでいきます。スタッフの皆様、本当にありがとう
ございました。
宮澤沙季母
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卒業に寄せて
平成 27 年 3 月 10 日、長年お世話になったみどり養護学校高等部を卒業し
ました。小学部から 12 年間、いろんな思い出があり、感慨深いものがあり
ます。萌さんとのお付き合いは入学とほぼ同時期からで、障害児支援制度が
始まったタイミングと一致します。その頃の息子は今と比べて可愛らしい外
見でしたが、いろんな問題を抱えていて、実家が遠い私は疲れとストレスで
喘息発作に悩まされていました。支援を受けて少しずつ生活のリズムがで
き、嬉しかったのを覚えています。
最初は私のサポートが主だったのですが、程なく息子にどんな支援がよいの
か、いつも考えて提案していただくようになりました。食事や入浴の前、近
隣の踏切で電車を眺める息子にお付き合いいただいたのが、今の息子の支援
の基盤、生活の楽しみとなる電車旅のスタートとなりました。見るだけで楽
しかった電車に乗れるようになりましたが、社会や時間のルールなど言葉で
教えられない息子は何度も壁にぶつかりました。その度に騒ぎになり、無理
かな‥と諦めそうになる事もしばしばありました。その都度、支援の仕方や
体制を見直していただき、高等部三年までの長きにわたって、バージョンア
ップした電車の旅を続ける事ができました。そして、二人体制行動援護の男
子である事から、学齢終了に合わせて今回萌さんも卒業する事になりまし
た。私にとって、ヘルパーのみなさんは本当になんでもお話できる親戚以上
のお付き合いになり、寂しい限りなのですが、外見はすっかり大人になった
息子をみながら私なりに決意を新たにしようと思っています。迷いが深かっ
た小学部中学部の卒業式とは違い、親も子も自立を突き付けられると心は決
まります。前に一歩一歩進みたいと思います。
最後になりましたが、ひとりでは、辿りつけなかった心持ちに今いられるの
はひとえに萌の皆様のおかげです。本当に感謝しています。今後も少しずつ
成長する息子の様子を お伝えする事ができればと思っています。再び笑顔
で皆様にお会いできる日を楽しみにしています。お世話になり、ありがとう
ございました！皆様のますますのご活躍を心よりお祈りしています。
中島 理香
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友佑

卒業おめでとう！

とっても楽しい 12 年間だったね。
4 月からは社会人としてまた新しい出会いが待っ
ています。
これからもいっぱい楽しいことを経験しながら一
緒に歩んで行こうね！
友佑をもっと幸せにしていこうと思っているのに、
気がつくと私達の方が友佑にたくさんの幸せを貰
っているね。
友佑の家族になれて私達はとっても幸せです。
生まれてきてくれてありがとう！
萌のスタッフの皆さまにも、小さい頃から成長を見
守っていただきありがとうございました。
これからも笑顔いっぱい、寝顔もいっぱいで頑張り
ます！

管理者より
新社会人、ご入学、ご進級、おめでとうございます。新しい生活はいかがで
しょうか。楽しんでいますか。ご利用者のみなさま、ご家族、お一人お一人が
自分として楽しい毎日を過ごしていただけるのが、萌のみんなの願いです。
社会人も○年目になると、3 月から 4 月への変化を忙しさにかまけてスルーし
てしまいそうになります。でも幸せなことに、ご利用者のみなさまの節目にご
一緒させていただいているので、あ～春だな～と実感できています。
旅立ちの春、萌を卒業される方、今までありがとうございました。時には今
こんなことしてるよ！とおしえてください。困ったときにも、どうぞいつでも
ご連絡ください。
出会いの春、新しく萌と出会った方、お互いまだドキドキですが、どうぞゆ
っくりじっくりのお付き合いをお願いします。
みなさまが新しい生活が始まったように、私たち萌のスタッフも、昨日こう
してたからこれでいいではなく、昨日のことを吟味しつつ、継続と改新を心し
ていきたいと思います。
今年度もよろしくお願いします。
関水好子 平あゆみ
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今年の２月からスタッフ仲間入りをさせて
いただきました沖田です。
訪問看護は初めてで、訪問先のこども達やご
家族に教えていただき、また、こども達やご
家族の笑顔と先輩スタッフに支えていただ
きながら訪問をさせていただいています。
在宅でのこども達とご家族の生活の力に、少
しでもなることができたらと思っています。
よろしくお願いします。
沖田亜希恵

お 知 ら せ
訪問看護ご利用者のみなさまへ

２０１５年度総会のお知らせ

《訪問看護・記録用紙変更について》

5 月 30 日（土）総会 13：30～14：30
講演会 15：00～17：00
会場：ガッツびーと 相鉄線西横浜駅前
講師 社会福祉法人豊心会
相談支援事業所トーク
相談支援専門員：藤原伸哉さん
テーマ 『災害時、家族や支援者が出来る事
～今から取り組む事～』
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平成 27 年 4 月から訪問看護記録用紙を
複写式に致します。
訪問終了時に捺印またはサインをしてい
ただき在宅カルテと事務所カルテに保管
します。
お忙しい中申し訳ありませんが訪問終了
時に捺印またはサインをお願いいたしま
す。
訪問看護管理者：関水

好子

会員一覧（平成 27 年 3 月 5 日現在 敬称略
順不同）

平成２７年度会員募集
平成２７年度の会員を募集いたします。
ご協力をお願いいたします。
利用者様ご家族には毎年会員登録をし
『萌』をご利用くださるようお願いいたします。

正会員
沖田康子 北村千賀 溝田涼子 関水好子
平あゆみ 地引織枝 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
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
高橋幸子 赤津あすか 鈴木あすか
楠原陽子 藤本志のぶ

◆正会員
年会費 １００００円
原則として誰でも入会できます
総会に出席し議決に参加することができます
◆賛助会員Ａ 年会費 １００００円
会の活動に賛同、利用する個人または団体
◆賛助会員Ｂ 年会費 ３０００円
会の活動に賛同、利用する個人または団体

賛助会員
赤荻聡子 赤塚鈴代 秋元晴美 朝比奈和子
有田豊 粟野颯太 飯盛康将 石舘美弥子
伊東孝介 茨木卓哉 上村朋代 越中ミユキ
及川治翁 オーウェンアナベル 大橋敬子
大室寛子 岡田久(純江) 岡村知明
小野実柚 樫村正子 加藤芳明 菊谷秀子
木多啓介 北本康二郎 久保田国栄
久保田みどり 倉島雄太郎 小島真理子
小林正幸 小林兼光 金野太晴 猿渡純一郎
新屋恵子 菅沼亮一 佐藤加恵 鈴木優希
シャルマ・アルパン
高橋浩一（美月）
高橋優 田沼清司 高野正紀 土屋雄聖
辻本光幸 辻本佳織
坪山純子(太智)
手塚由紀 富井正浩 中畝治子 仲岡宏樹
長岡政好 中川深月 中島理香 中山茂樹
中村裕之（真菜）野々村孝志 秦智美
橋本岳志 林万り 廣瀬かおる
福岡照美（伽帆）福田友佑 藤平喜一（沙希）
古川悟 古澤光琉 古屋悦世 堀川則孝
本田豊 牧野奈津美 牧野匠子 松川真吾
松村郁子 松本洋介 宮澤沙季 森本遙香
谷田部充拡 谷戸美佐 山岸香 山本重幸
山本総来 NPO 法人西区地域活動ホーム
横浜重心グループ連絡会パザパネット下山郁子

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

編集後記
☆新しい門出の春です。コメント、写真あり
がとうございました。春の特大号、皆様のお
力を借りて完成できました！(鈴木)
☆新たな門出を迎えたみんなとご家族のみな
さま、おめでとうございます。幸せな気持ち
で編集させていただきました。ご協力感謝い
たします。ありがとうございました。（後藤）
☆卒業・入学おめでとうございます。素敵な
メッセージありがとうございました。（赤津）
☆なんとか会報係でこれでも１年頑張りまし
た。亀の動きのごとく成長していると嬉しい
です。(桑原)
☆ほかほかの陽だまり、ピンクの花吹雪、そ
んな春のほっこりをこの会報でお届けできた
らうれしいです（平）

寄付
朝比奈和子 石井あけみ 大橋敬子 雀部邦子
早川好子 藤平喜一（沙希）福岡照美(伽帆)
佐治金次郎 田中奈緒子 中川深月
松本洋介 長岡政好
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