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それぞれの道

北村千賀

夏休みは毎日子どもと共に一日一緒に過ごせる幸せと、学校の有り難さを実感しながら暑さ
を乗り越える時と思います。どのような計画で過ごされるのでしょうか。今年の暑さは大変な
ものです。くれぐれも無理をせず、体調管理にお気をつけてお過ごしください。
ここの所、近くでは箱根の噴火活動、その他の地域でも地殻変動が起こっているようです。
地球の時間は永久のように思って過ごしてきた中で、少し違うかな？終わりを早めてしまった
のは人間かな？ごみを出し、空気を汚し、戦争を起こし、自然破壊をしてきてしまったと気づ
かされます。
比べると人の時間は限りある短い時間に感じます。しかしその道を進む時、貴重でかけがえ
のない永遠と繋がっているかのようにも思えます。喜び、悲しみ、悩み、道を探しながら歩む
道。そんな中で孤独を感じることも多いものです。一人の力で何とかしなくてはと思いながら、
こんな詩に出会いました。

（運命の風）
一隻の船は東へ、
もう一隻は西へ行く、
同じ風を受けて。
進路を決めるのは 風ではない、
帆の向きである。
人の行く手も
海を吹く風に似ている。
人生の航海で
その行く末を決めるのは、
なぎでもなければ、
嵐でもない、
心の持ち方である。
エラ・ウィーラー・ウィルコックス

自然に身を任せ、しかしどちらに舵を取るかは一人一人の決断にかかっています。
子どもたちに少しでも明るい未来が想像できるよう、大人が舵を取るように促されて
いる気がし、責任を強く感じています。
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『災害時、家族や支援者が出来る事』
～今から取り組む事は？～
日時：平成 27 年 5 月 30 日（土）
会場：ガッツびーと西
講師：藤原 伸哉先生
（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）

先生は 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災で被災され、今回はその時の体験をお
話ししてくださいました。私たちの防災に対する意識の向上と今後の対策について深く考え
させられる講演会となりました。
避難所の困難さ

「大津波警報」発令…!!

一晩避難先の小学校で過ごしたが、自閉症の

その後、児童デイサービ

こどもたちがすでに限界…避難所は簡易的

ス利用の自閉症児と避
難所へ
★決断したこと１★

実際 は…

～巨大地震発生時～

な一時しのぎの場でしかなかった。
★決断したこと２★
こどもたちが落ち着ける場所・親が認識でき

児童デイサービスのこ

る場所→支援学校へ送り届け

どもたちを高台の小学

る！3 月 16 日にこどもたち全員を親元へ

校に非難させる!!

引き渡すことが出来た。

震災後の状況と相談員としての動き
市町村行政も被災地区にあり、完全に行政機能がマヒしていた…。停電・ガソリン不
足・道路の寸断のため情報収集もままならず。
◎施設を廻り、情報収集し可能な範囲で安否確認を行う。
◎被災の少ない地域に個別訪問開始、情報提供や物資の提供を実施。外部のボランテ
ィア団体とのマッチングも行う。
◎3 月末～福祉避難所もできていたが、介護保険の人が多い。限られた人にしか物資
や情報が届かない。県へ障害者に関する個人情報の提供を依頼するも、個人情報保護
法のため開示は困難と。
◎4 月岩手県被災地における『障害者相談支援センター』を設立し、大槌町全域の全
手帳取得者と精神においては自立支援医療発行をしている人を元に安否確認実施。障
害者手帳の再発行、受給者証の再発行やサービスの利用調整を行う。
◎5 月通所施設再開、6 月避難所から仮設住宅への入居開始。
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◆活動の振り返り◆相談員として心掛けていたことは相談者への選択肢の提供と
孤立を防ぐこと、3 月 11 日以前の生活に少しでも戻すこと！！
◆学べたことと課題◆
・在宅避難者と避難所生活者では情報入手に格差がある～在宅には情報や物資が届
かない、自宅は支援の対象から外れてしまう。
・サービスを利用していると支援可能だが手帳取得のみだと情報が把握できない。
・停電は医療的ケアが必要な方の命に関わる→発電機、車からの電源確保必要。生
活の変化により危険回避のための防護が必要、個別によりニーズの違いあり。
・避難所は簡易的なもの、一時しのぎ場所→福祉避難所の指定や施設整備の必要。
・学校や通所施設は帰宅難民に対して十分な備蓄（食料、発電機等）があるか。職
員は無事に生徒・利用者が帰宅するまで待機し支援にあたっていた。
・関係機関の情報共有の場を確保すること（医療、災害対策本部、福祉の連携）。

今後に向けて大切なこと
※兵庫県姫路市 Hp より

自

～自助・共助・公助の考え方～

http://www.city.himeji.lg.jp/i-messae/kankoubutu/wav/wav40/wav40.pdf

助

共

助

公

助

家庭で日頃から災害に備えた

地域の災害時要援護者の避難に

市役所、消防、警察による救

り、事前に避難して自分を守

協力したり、地域の人々と消火活

助活動や支援物資の提供、公

ること。

動を行うなど、周囲の人と助け合

的支援のこと。

うこと。
～～私達ができることと地域、行政とのつながりで災害対策を～～

①自助…まず個人レベルから出来る事（本人の記録のまとめ、病院情報、お薬手帳、家族や
近親者で災害時の連絡先を時間軸ごとで確認）、出来ない事の整理→出来ない事を地域や関
係機関に“発信”!!
②共助が補う…地域へ家族や当事者の存在を発信！（key person 民生委員、町内会長）、
様々な災害を想定し一時避難場所の確認。近隣者との関わり。地域で出来ないことを課題と
して行政へつなげる。
③公助で保障…行政はまず第一に人命救助の為、災害弱者への支援は状況把握が進んでから
（少しゆとりが出来てから）。災害規模によっては行政機能の麻痺。公助で地域の防災機能
をまとめておく→SOS を発信するリスト作り等を行う。

＊＊スタッフの感想＊＊
援助には何が必要か、ではなく何が出来るか。そして出来ないことは何か？その時・・・萌と
して出来ること、そして個々の訪問時において出来ることを改めて考え、災害に対する認識を
さらに高めることが出来ました。また、お子さんひとりひとりが成長していく上で、将来像を
見据えて、一番ストレスが少ないことを想定してコーディネートしていく、いくつかの『手』
があること、が重要になってくるんだなと思いました。
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＊＊＊

勉強会報告 ＊＊＊
平成 27 年 5 月 30 日

『カフアシスト』について
講師：フクダ電子メディカル 近藤あゆみさん
場所：地域活動ホーム ガッツびーと西

今回の勉強会では、
実際にカフアシストを使用し、
体感してみました。
カフアシストとは
気管支・肺に貯留した分泌物を除
去するのを助ける排痰補助装置で
す。機械からの陽圧と陰圧の働き
により咳の代用になります。

みんな真剣に
説明を聞いています

実際に使ってみました
カフアシストを実際に体感し
てみて・・・
呼吸のタイミング
を体感してもらっ
てから・・・

・思ったより空気の圧が強い
・呼吸のタイミングが合わな
いと辛い
・マスクのフィッティングが
難しい

呼吸のタイミング

・マスクと呼吸を合わせるタ

を合わせてマスク

イミングが難しい

を当てていきます。

など、実際に使って体感して
の感想がでました。
機械の操作方法はじめ、使っ
て体感することでわかる事、
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注意点などたくさんある勉強
会でした。

つれづれに
かつての会報に下記のような文章を読みました。
『（前略）何度も骨折したり、手術したり、喘息で入退院を繰り返したり、真っ暗なトンネルからいっ
たい何時抜け出せるのか…不安な日々もあったよね。そんな私たちが沢山の人に支えられ 18 年が経
ち、あの頃の辛かった日々の事は嘘の様に遠くの思い出になっている。
3 月 18 日、慣れ親しんだ学校とも卒業だね。
「卒業」は嬉しいけどなぜか悲しい。何故かな～？でも、
前を見て進んでいかなきゃ！ね！
これからの新しいスタートに、沢山のエールを贈るよ。（中略）・・・・
最後に、私たち家族をいつも側で見守っていてくれた“萌のスタッフの皆様”に「いっぱい
い

いっぱ

ありがとう！」』

「萌」は発足時から今日まで沢山のお子さんに出会い、学校の卒業や、ご家族の生活基盤の確立を機
に、新しい出発を応援してきました。

「お母さんのほっと一息お手伝いします」を合言葉に働かせていただく私達が関わる時間は、毎
日 24 時間見守るご家族から比べると、ほんのひと時間です。上記の文章に有りますように、ど
のご家族も初めのうちは不安の中で過ごされます。そこで少しの時間でもお母さま、ご家族に寄
り添えるようにと心がけております。こうしたお付き合いの中から最近「萌はいったい、いつま
で来てもらえるの？高校の卒業が 18 歳でここが区切り？いやもっと 20 歳まで？慣れたスタッ
フには一生来て欲しい！」の声がうっすら聞こえてきます。そうした中、新たな利用ご希望者は
低年齢化し、重度で病院から在宅に移行される方が増えています。この時期のご家族の不安はど
んなにか大きいことでしょう。そのようなお宅には集中して伺わなければいけない事などがあり
ます。萌の受け入れ能力をご理解いただき、次の子ども達に席をちょっと譲っていただくために、
先輩方にご協力をお願いすることがございます。
お子さんの特徴や、ご家庭の事情、地域の社会的資源はまちまちです。そのような中、将来の
ことを見据え、身体的特徴に合わせ、何をどう選び取ったら良いのかしらと、どのご家族も迷わ
れることでしょう。萌はご家族の負担を少しでも少なくでき、安心して在宅生活を継続できます
ように、地域で受け入れ可能なステーションや継続的に利用できるレスパイト施設、身体介護・
入浴サービスなど、情報を集め、提供して、手順を考え、スムーズに次のステップへと移行でき
ることのお手伝いをさせて頂きます。
大きく成長する子ども達に喜びつつも、私の心配はご家族、ご本人、「萌」の三者がそれぞれ
に無理や我慢を続けることで危険を招いてしまわないかという事があります。ライフステージの
大きな節目の 18 歳を迎える前から、将来の生活計画を早めに立て、実行することが大切と思わ
れます。
社会の理解が深まり、地域の中で幸せな時間を過ごせますようにと祈りつつ。北村千賀
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～おしゃべりコーナー～
今回は防災関連グッズのご紹介です
株式会社 クマザキエイムの SL-12H ソーラー発電システム
（http://www.kumazaki-aim.co.jp/2012/01/sl12h.html）
【以下 HP から抜粋】
緊急時の補助電源として、日常の節電対策にも大活躍！
エコロジーでエコノミーなソーラー発電システム
「ソーラー発電システム｜SL-12H」は、太陽光で充電、 AC100V で電気を出力
する、自然エネルギーを利用した家庭用電力供給システムです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電
源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
実際にご購入された今七海ちゃんのお
宅で写真を撮らせていただきました。

東日本大震災以降、各ご家庭で色々な防災用品を取り揃えていらっし
ゃることと存じます。今後も、機会があれば皆さんのご協力を得て、ご紹
介させていただきたいです。
また、お出かけ便利グッズや移動便利グッズなど、ご家庭のお知恵を皆
さんで共有しあい、楽しい在宅生活の支えになればいいなと考えていま
す。
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譲ってください＆譲ります
会報 No.37 号のこのコーナーのお返事“譲ります”の 2 件をご紹介させていただきます。

1．シャワーチェア
・S サイズ

（ベルト、ヘッドレストはついていません）

・参考ホームページ

http://www.livetoge.com/s-08syawa.html

２．おえかきボード
・サイズ

横 47 ㎝（ボード外側）
高さ 35 ㎝（ボードセット後）
奥行き 37 ㎝（脚の長さ込み）

・紙をクリップ等ではさんで使用
・ボードは板とアクリルの２種類
・折りたたみ可能、手提げつき

☆2 点共とてもきれいです。ご希望がございまし
たら、事務所かスタッフにご相談ください。

★☆次号のお知らせ☆★
車、電車問わず外出時に、利用してよかった施
設(トイレ、休憩所、駐車場など)の口コミ情報
を募集します。
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お知らせ
夏のおでかけスポット２０１５
夏本番、ご家族でお出かけできる場所を紹介します！

♦辻堂海浜公園♦

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

神奈川県藤沢市辻堂西海岸３－2

℡０４６６－３４－００１１

願いいたします。利用者様ご家族には毎年会員登録

ジャンボプール、しょうなんの森、花壇、ユニバーサルカヌーなど

をし『萌』をご利用くださるようお願いいたします。

車イスで楽しめる設備が整っています。

◆正会員

♥ジャンボプール （9 時～18 時）専用車イス・優先休

原則として誰でも入会できます

憩所・ファミリー更衣室（トイレ、ベビーベット付）昇降リフト

総会に出席し議決に参加することができます

７月 11 日～9 月１３日まで無休。大人 830 円

◆賛助会員Ａ

中人(中学生)520 円子ども（小学生以下）210 円

会の活動に賛同、利用する個人または団体

✤障がい手帳持参で本人と付き添い 1 名無料。

◆賛助会員Ｂ

♥交通公園（９時～１７時）

会の活動に賛同、利用する個人または団体

年会費

年会費
年会費

１００００円

１００００円
３０００円

自転車、ゴーカート（無料）
スカイサイクル（大人２１０円、子ども１００円）

郵便局振込口座記号番号 00230－5－111338

✤障がい手帳、療育手帳で本人、付き添い１名無料。

加入者名：ＮＰＯ法人レスパイト･ケアサービス萌

℡０４６６－３４－３７４３

♥駐車場 東西 2 ヵ所の駐車場には双方共に身障者用

♦編集後記♦

「萌」
No．3９ 201５.8
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 4-12 三ツ矢ビル 3 階
TEL：045‐231-1681
FAX：045‐231-1682
E-mail：respite-moe＠titan.ocn.ne.jp
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http://npo-respitemoe.houmon.shafuku.com

夏 は大好き ですが今年 は暑すぎ て思考 が停 止気味 で

この絵の作者です

す （鈴木）初 め て会報係 にな りま した ‼よろ しくお

地下鉄関内駅②番出口より 2 分

願 いします♪ （楠 原）夏 ！自然 の流 れに身 をまかせ

JR 関内駅北口より連絡橋

… つらく ても い つま でも こう じゃな いと思え ると乗

会場：ガレリアセルテ ℡０４５－６５１－５４７１

り切れそう ？ （桑原）暑 い日が続 いて いる ので、暑

（最終日の 29 日は 16 時まで）

さ に負 けな いよう に気を付けた いと思 います （沖

8 月 23 日（日）―29 日（土）１１：００－１８：３０

田）皆様 のお手元に届く ころには涼 しくな って いる

中畝常雄・中畝治子(萌会員)

と いいのですが …酷暑 の厳 し い折、冷房 下 のお茶 の

2015 二人展

お供 になれば嬉 し いです。今後ともご協力 の程、宜

平成 27 年度総会報告
平成 27 年 5 月 30 日（土）「生活創造空間にし」
にて開催され、議案の全てが承認されました。
今年度もよろしくお願いいたします。

しくお願 い致 します。 （下河 辺）ず っと夏なら いい

手帳、療育手帳を提示すると駐車料金無料。

のに。 でも、 バ スの エア コンき ついです。 （平）

スペースがもうけられています。✤駐車場係員に障がい

