特定非営利活動法人
レスパイト・ケアサービス 萌
会報 No.４1・4 月
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春の日差しがやってくると私はつくしの顔が見たくなり近くを散歩します。
引っ越して５年の我が家の周りは田んぼが広がり、大山に見守られ、四季を感じる自然の
景色が沢山有るのです。つくしの成長のたくましさと、姿のかわいらしさ、そして口にす
るとほろ苦さが子どもの姿に重なって大好きなのです。
私はＮＨＫのラジオ深夜便をつけながら眠っていることが多いのです。あるとき大きな
声と笑い声で目が覚め、その内容にひきつけられました。登場者は９歳で失明１８歳で聴
力も失われ、現在東京大学教授の福島智さんでした。バリアフリープロジェクトを追及し
ていらっしゃいます。著書の中に面白い言葉がありました。「どうしても後ろ向きになっ
てしまったら。そしてどうしても直接には前に進めない、というときは、どうするか。そ
のときは。後ろ向きになったまま、後ずさりする。こうすれば結局ゆっくり前進すること
になります」
すごい発想というか発見というか大変な中に前向きの姿勢のコツがそこにあったのだと思
いました。
又文章の中に慶応義塾大学の前野隆司さんが中心になっている「幸福学」の研究の紹介
がありました。前野さんによれば、幸せに影響する要因は、「やってみよう（自己実現と
成長）」、「ありがとう（つながりと感謝）」、「なんとかなる（前向きと楽観）」、「あ
なたらしく（独立とマイペース）」の四つだそうです。これを「幸せの四つ葉のクローバ
ー」と呼んでいるそうです。
萌につながるたくさんの方々と共に子どもの幸せを願い、前向きに進んでいけたらと力
を得ました。
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２０１６・春
ふうかへ

ご卒業・ご入学によせて～ご家族より～

卒園＆入学おめでとう！

歩、卒園&入学おめでとう・

右も左もわからない横浜での在宅生活を萌さんと１か

生まれた時はどうなるかと心配だったけど、

らスタートし、夜も眠れなかった 1 歳の頃。通園にもたく

通園の 3 年間で出来ることがたくさん増えた

さん通い、１年生になる日は想像も出来ませんでした。

ね。学校では新しい先生、お友達と仲良く過
ごせるといいね。

これからはもっと楽しい事がたくさんあるね！

元気に学校通いましょう。

元気に過ごせるよう母も（父も）頑張ります！

小林歩母

パパ・ママより
美月 生まれてきてくれて有難う
夢中で走ってきて気が付けば 4 月から小学
生。成長はかなりゆっくりでマイペースな
娘。今は通園大好きで病気もせず元気に
通ってます。いっぱい笑っていっぱい泣いて、
甘ったれで抱っこ大好きな娘。可愛ければ
いいじゃん。美月大好きだよ。小学校入学
おめでとう。一緒に成長しようね。萌さん
これからもよろしくお願いします。
高橋伸子・美月
勝輝、小学校入学おめでとう！
あんなに小さな赤ちゃんだったのに
今では立派なお兄ちゃんです。幾多の困難を全
て乗り越えてきた
勝輝は私の自慢の息子です。これからも病気
や困難に
【勝】ちつづけて、【輝】かしい未来を創ろう！
【Ｋ】かっこいいピカピカの一年生になる！
【Ａ】雨男を卒業する！
【Ｄ】大好きなジャムおじさんを卒業する！？
【Ｕ】ウッディーと海に行く！
【Ｋ】家族みんなでバーベキューをする！
【Ｉ】いっぱい勉強する！
パパより
大好きな、かづくん☆入学おめでとう☆
小さく生まれて病気もたくさん見つかってママ
は不安で不安で毎日泣いてママは自分をたく
さん責めて苦しかったです。

だけど、夢の中に必ず勝輝が出てきてママ大丈夫だ
よ！と微笑んでいました。毎日毎日、頑張ってる勝輝を
見てママも凄い強くなりました！
これからも病気に負けずに頑張る勝輝をパパママ兄弟
が全力で守るからね。
☆ピカピカ 1 年生おめでとう☆
ママより
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小学校卒業&中学校入学おめでとう
あっという間の六年間、とても楽しかったね♩体調の
悪い時もあったけど、見事に快復してくれた。
近頃ではみんなと一緒に行事に参加出来るようにな

真菜、小学卒業＆中学入学おめでとう。
あっという間の６年でしたが、
真菜なりの成長がしっかり感じられた
６年でした！

ってくれたよね。ママはとっても嬉しいよっ。

これからさらに女子力アップしようね！

これからもよろしくね❤ 猿渡 愛弓

今後とも宜しくお願いします。
中村真菜・母より

小学部卒業、おめでとう！
笑いあり涙ありの６年間だったね。これか
らも体調に気を付けて、笑いに溢れた
日々を過ごしていこうね。
萌さんには、こちらが勝手に親族のよう
に思い、ご迷惑をおかけしてばかりでし
た。これからもどうぞよろしくお願い致し
ます。

加藤龍治・母

卒業おめでとう。入学してからは心配でバスの後ろ姿
をいつまでも見送っていたのを覚えています。体も心も
お姉さんになり、嬉しくも寂しくもありますが毎日楽し
く過ごすことがお母さんたちの喜びです。ほんとうにお
めでとう。

平間さくら

亜緒依、卒業おめでとう！
小学生の６年間で、出来ることが少しづつ増えて、たくましくな
りましたね。
あっという間の６年間でした。
中学生でも、今まで以上にいろんなことに挑戦して自己表現し
ていこう 主張大歓迎！

亜緒依・父より
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さとちゃん

中学部卒業おめでとう！！

この３年間で、身長もかなり伸びて、笑顔にも磨きが
かかって、高校生らしくなったね！
その一方で、本番に弱くてカメラを向けられると緊張
してしまうところ、甘えん坊なところは、変わらない
けど（笑）
でもそれを全部ひっくるめて良さなのかなぁ～と思
います。(*^-^*)
これからも、家族、先生、萌のスタッフさんに沢山甘
えて沢山泣いて、元気に過ごして下さい。
残り３年間の学生生活をさとちゃんらしく楽しんで
ね！

兄より

あすかへ
卒業おめでとう
４月からは花の JK だね
新しい高校生活が待っているよ
ワクワクドキドキだね
中学生生活は半分以上お休みだったから、あすかはピントこないかな？
中２の夏休み明けに突然生死をさ迷う大きな病気になり、大手術を立て続けに 3 回して一時
は本当にあぶないと言われて凄く心配したけど、あなたは本当に頑張ったね。
手術後も痛いし色々たくさん辛いことがあったのに一度も泣かないで、長い入院生活を持ち
前の明るさで楽しく過ごしていたあすかの強さをつくづく実感し感心したことを覚えていま
す。
退院後まったく生活が変わってしまい、入退院の繰り返しでなかなか学校にも行けなかった
けど、目標の修学旅行に行けて本当に良かったね。

こうして卒業を迎えることができて本当に嬉しいです。
これも、あすかをはじめ私たち家族と関わりのあるすべての方々から支えられ愛情溢れるサ
ポートをして下さったお陰だと思っております。ありがとうございました。
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拓真と雄真へ
中学部卒業おめでとう。
この 3 年で身心ともにたくさん成長したね。
二人とも iPad を自分で楽しめるように
なるなんて思いもよらぬ嬉しい成長ぶりだったよ。
これからも自分たちなりに自分の世界を
どんどん切り開いて人生を楽しんでね！
いつも癒しをありがとう。
ママは拓真と雄真がいてくれて幸せです

『中学卒業、そして高校入学おめでとう！
中学に入って３０センチ以上身長伸びお兄さんっぽくなった
ね。
心が優しく感情が豊かになり、おしゃべりが上達しました。
学校生活も大好きな萌さんとのお出かけもあと３年。楽しも
うね！』
倉島淳子

倉島雄太郎

モリくんへ
萌のスタッフさんに支えてもらいながら無事に中学
あなたが生まれてからもう 15 年余り。
お互い思い通りにならないこともたくさ

生生活を送ることが出来ました。ありがとうござい
ます。

んあったけど、ずっと一緒に寄り添って過
ごしてきたね。

週 2 回の登校に始まり、修学旅行や校外学習（学校

あなたと 3 人の弟たちとお父さんと、6 人

行事）にも参加することが出来ました。家庭では、

で過ごせるなんでもない毎日をとても幸

お出かけすることも増えました。表情や体格もしっ

せに感じています。

かりしてみなさんに“お姉さん顔になってきたね”

高校生になってもずっと一緒だよ。

と言われ成長を感じることが出来て幸せです

いろんな経験をして、人生を楽しんでね。

4 月からは女子高生です。おしゃれもしていろんな

母より

事にもチャレンジして行きましょう!!
H.M 家族より
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達彦へ
生まれ持った素質や自分を取り巻く環境に左右され
ることなく、物事の捉え方や努力によって人はどの
ようにでも変わることが出来ると父と母は信じてい
ます。
達彦には、そのことだけを分かって欲しくて君の出
す小さなサインを見逃すことなく今まで一緒に歩ん
で来ました。
そのことを良く理解し、先生方や応援して下さる
方々と過ごした学びの日々を父は誇りに思います。
桜咲く門出の日に
父より
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社会人になる勇樹へ高校卒業だね。おめでとう！

18 年前予定より早く生まれたあなたに
自分らしく、どんなことにも勇気と愛をもって自分らしく生きてほしい。
願いを込め名づけ、いつもその見本になれるように私も生きていこうと思ってい
たはずなのに
ひと場所で過ごせず、手を放すとどこかへ消えてしまうあなたを追いかけ怒って
ばかりだった。
見本になるどころか逃げ道探しをさせてしまっていました。
大丈夫！お母さん。私たちにできることはやるから、ホッと一息ついてね
萌さんと出会って、はじめてかけられた言葉 今でも覚えてるって
よほど息苦しくて辛かったんだ私。
「ママつらいよ」そう、言えばよかったんだと今なら思える。
あなたらしく、勇気をもって挑戦する姿は
些細なことで折れそうになる母を励まし、自分らしく生きていくことを
教えてくれるまでに成長しました。
話せなくったってちゃんとわかってるんだよね！
これから新しい場所でもきっとガハハハッーって笑いながら
誰かにとって必要とされる人になる。信じてますよ。
私の子どもに生まれて来てくれてありがとう。
母

りょうへ
これで 3 回目だね。
毎日、トダバタと必死に過ごしてきたから

卒業の年を迎えても

何だかまた次が始まって学生してきたよね。ただ・・・今回の卒業はやっぱり違うよね。
学生生活が終わるのってすごい事だよね。その日を迎えてみて
18 才て

すごい・・・

始めてちゃんと感じたよ。

よくぞここまで成長してくれたね。すごく

嬉しい。

学生生活が終わり、18 才を迎えて不安になるのかナ～と思っていたけど、
りょうのおかげでいろいろ体験してきたから、この先何があるのかわくわくする方が大きいです。
本当にありがとう・・・18 才バンザイ！卒業・・・おめでとう。
この場をおかりして・・・萌のみなさま、医ケアのことがマイナスからスタートしてきた私を、
りょうを、横にいてずーっと支えてくださって、ありがとうございます。やっと少し楽しむ生活
に目を向ける事ができるようになりました。本当にありがとうございました。
まだまだ伝え足りないですが、本当にありがとうございました。
りょうの母

愛子より
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伽帆、卒業おめでとう
4 月からはいよいよ社会人だね～

楽しい事が沢山ありますように

真歩

卒業おめでとう♪

長いようであっという間だった１２年間。本当にお疲れ様でし
た。
思えば１２年前。小学校に入学するとき、訪問ではなくどうし
ても学校に通いたいとお願いをしたのを覚えていますか？
一生懸命手を尽くし、通えるようになった学校。体調不良で入
院することもあったけど、沢山通い楽しいことも増えたね。大
好きな先生や大切なお友達もいっぱいできました。
いっぱい成長した学校生活。通学できてよかったなあ～としみ
じみ感じています。4 月からはいよいよ社会人。
これからも楽しいこといっぱい見つけていこうね。
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介護職員による喀痰吸引等について

～萌の実践～

障害福祉サービス管理者

平あゆみ

平成 24 年 4 月から、「社会福祉士および介護福祉士法」の一部改正により、介護職員が障害福祉サービ
ス提供時に業務として、喀痰吸引等を行えることになりました。萌は法改正当初から、喀痰吸引等特定業
務に取り組んできました。開始から 4 年が過ぎ、萌の取り組みと実施状況をお知らせします。
これまでの取り組み
平成 23 年 11 月 介護職員によるたんの吸引等の実施のための研修
平成 23 年 11 月

受講

介護士

3名

看護師

1名

ご利用者様

3名

看護師

3名

ご利用者様に介護士による喀痰吸引等の実施についてのアン
ケート実施
実施にあたっては、医師の指示書、医師との連携、訪問看護
師との連携が必要
医師への指示書の依頼

平成 24 年 4 月

登録特定行為事業者登録
看護師による、障害福祉サービス提供時に実施
介護士が行うに当たっての萌としての規範を検討

平成 24 年 11 月
平成 26 年 6 月

介護職員によるたん吸引等の実施のための研修

指導看護師

資格取得
介護士が喀痰吸引等を実施するにあたっての環境整備
対象を萌の訪問看護と障害福祉サービス併用のご利用者様と
する
実施するご利用者様とご家族のお気持ちを確認
手順書の作成

平成 27 年 3 月
平成 27 年 9 月

介護士による喀痰吸引等開始
介護職員によるたん吸引等の実施のための研修

指導看護師

資格取得

介護士による喀痰吸引等実績
胃瘻からの注入

口鼻腔吸引

胃瘻からの注入

口鼻腔吸引

平成 27 年 3 月

1回

9月

5回

1回

4月

2回

10 月

6回

3回

5月

5回

11 月

5回

4回

6月

5回

2回

12 月

3回

2回

7月

5回

3回

平成 28 年 1 月

2回

8月

2回

1回

2月

6回

2回

ご利用者様とご家族の日常生活がより豊かなものとなるためのお手伝いができたらいいなと考えています。
介護士による障害福祉サービスをご利用されるときに、入浴のあとの水分補給で注入をしてほしい、ゼコゼ
コあがってきた分泌物を吸引してほしいなどのご希望がありましたら、管理者までお問い合わせください。
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会員一覧 （平成28年3 月31日現在 敬称略）

平成２８年度会員募集

正会員
赤津あすか 石津道代 沖田亜希恵 沖田康子
北村千賀 楠原陽子 桑原美佳 後藤淳子
佐藤和子 下河辺治美 地引織枝 鈴木あすか
関水好子 平あゆみ 高橋幸子 中澤徳子
長﨑由起 西村惠子 疋田久子 菱沼恭子
古内由美子 藤本志のぶ 松谷由紀子
溝田涼子 宮内佑輔 森桂子 横井明子

平成２8 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

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

賛助会員
赤荻聡子 赤塚鈴代 朝比奈和子 有田豊
粟野颯太 飯盛康将 池上颯(真之）
石館美弥子 伊東孝介 犬伏津恵子 茨木卓哉
上村風歌 越中ミユキ 及川瑞生
オーウェンアナベル 大室寛子 岡田久
岡村知明 小野実柚 角田直子 樫村正子
加藤芳明 菊谷秀子 木多啓介 北原朱理
北本康二郎 國貞郁 久保田正明 倉島雄太郎
小島真理子 小林歩（兼光） 小林正幸
金野太晴 猿渡純一郎 新屋恵子 菅沼亮一
佐藤加恵 清水絵莉子 鈴木妙佳子
鈴木寛五朗 高橋美月 高橋優 田中奈緒子
田沼清司 土屋雄聖 辻本佳織 坪山太智
手塚由紀 富井恵美 留野直美 仲岡宏樹
中畝治子 中川深月 中村裕之 (真菜) 中山茂樹
沼田明日香 秦智美 橋本岳志
福岡照美（伽帆） 福田友佑 藤平喜一 古川悟
古澤光琉 古屋悦世 堀川則孝 本田豊
牧野智晴 牧野匠子 松川真吾（大悟）
松村郁子 松本洋介 森本遙香 谷戸美佐
山岸香 山口あすか 山西隆史
押田会計事務所 NPO 法人西区地域活動ホーム
横浜重心グループ連絡会ぱざぱネット下山郁子

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
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
春が来ました。みなさん、それぞれの新生活が始まりま
すね。ドキドキワクワクのたくさんの刺激の中で楽しい
日々を過ごそうね！（ワタシも！）下河辺
桜の季節、出会いと別れがあり儚い春です。花びらが散
る前にお花見したいなぁ。乾杯！鈴木
それぞれの新しい春ですね。みつをさんの出逢いの詩が
好きです。出逢いが大切。みなさまよき出逢いを。桑原
卒業・入学等新たな旅立ちの皆様、おめでとうございま
す。たくさんの素敵なメッセージありがとうございまし
た。とても温かい気持ちで編集できました。沖田

寄付
雀部邦子 佐治金次郎 長岡政好 中川深月
早川好子 廣瀬かおる 福岡照美（伽帆）
松本洋介 山本重幸

桜を見ると新しい気持ちになりますね～一年を振り返り、でも前
を見て、楽しいこと探しをしていきましょう！平

2016 年度総会のお知らせ
日時

講演会のお知らせ

2016 年 5 月 30 日（月）9:30～

会場 「萌」事務所

NPO 法人うりずん（栃木県）高橋昭彦医師
講師のご都合により日時場所は未定です。
後日、皆様にお知らせをいたします。

「萌」

No．41

編集・発行

2016.4

特定非営利活動法人

代表理事

北村

〒220-0061

レスパイト・ケアサービス萌

千賀
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
http://npo-respitemoe.houmon.shafuku.com
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