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今年の夏の暑さは特別の気がします。夏休みを子どもたちはどのように過ごせるでしょうか。
このところの天候不順や震災で九州方面は大変な思いをなさっていることでしょう。こうした
環境に、障がい
環境に 障がいのある
のある子どもたちはどう
子どもたちはどう生活
生活しているか
しているかしらと
しらと心にかかります。
心にかかります。
先日宮古島から電話が入りました。二年前に横浜から転居した彼女（下の写真はその方の
撮影）が地域の仲間とビデオ観賞会を開きたいが、何か推薦はないかとい
撮影）が地域の仲間とビデオ観賞会を開きたいが、何か推薦はないかと いう事でした。私は即
う事でした。私は即
座に「最強のふたり」を挙げました。実話に基づいている
座に「最強のふたり」を挙げました。実話に基づいている映画
映画です。フランスに住む富豪の男
フランスに住む富豪の男
は、頸髄損傷
は、頸髄損傷で首から下の感覚が無く、体を動かすこともできない。新しい住み込みの介護人
で首から下の感覚が無く、体を動かすこともできない。新しい住み込みの介護人
を雇うための面接を邸宅でおこなう。何人もの面接者の中に
を雇うための面接を邸宅でおこなう。何人もの面接者の中にいた
いたスラム街の黒人青年
スラム街の黒人青年は、職に
スラム街の黒人青年
職に
就く気はなく、
就く気はなく、失業保険
失業保険を引き続き貰えるよう、面接を受けに
を引き続き貰えるよう、面接を受けに来ていた。気難しい雇い主は、
を引き続き貰えるよう、面接を受けに
。気難しい雇い主は、
介護や看護の資格も経験もない彼を、周囲の反対を
介護や看護の資格も経験もない彼を、周囲の反対を押し切って雇うことにする。介護人の彼は
押し切って雇うことにする。介護人の彼は
何もわからずハプニングを起こすが、男のことを病人としてではなく、一人の人間として彼
何もわからずハプニングを起こすが、男のことを病人としてではなく 一人の人間として彼に
一人の人間として彼に
つきあっていく
つきあっていく。例えば、外出の際、
例えば、外出の際、普段は
例えば、外出の際、普段は車いすごと大型バンで移動だが、彼はスポーツカ
車いすごと大型バンで移動だが、彼はスポーツカ
ーの助手席に男を乗せ、猛スピードで街を走り抜ける。ダンスをしようと彼を抱きかかえて踊
る。雪の中では車いすの彼に容赦なく雪合戦で雪をぶつける。そうしているうちに男は「彼だ
けは私を対等に扱う」と言い、生活を楽しめるように
けは私を対等に扱う」と言い、生活を楽しめるようになっていく。それへの感謝か介護人に対
っていく。それへの感謝か介護人に対
し莫大な報酬を与える。介護人は今まで貧しく
し莫大な報酬を与える。介護人は今まで貧しく
経験できなかったことにチャレンジし、彼の絵
の才能を開花させることが出来ていく。お互い
になくてはならない存在に変えられていくとい
ったストーリ
ったストーリーです。この物語
です。この物語の、
の、お互いに先
お互いに先
入観や偏見なしに違いを認め合い、対等な関係
を保つことのすばらしさに感動を覚えました。
障がいという言葉を横に置いて、はだかの人
間として大人と子どもが対等な関係で、日々、
出会えていける「萌」でありたいと願いが増し
ました。
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ひばりクリニック
認定 NPO 法人うりずん
髙橋

昭彦先生

2016.6.25

（土）

ガッツ・びーと西
13
13：30～16
16：30

今年度の講演会は
今年度の講演会は、栃木県宇都宮市で日中の預かり、自宅での見守り、外出プログラムの提供
、栃木県宇都宮市で日中の預かり、自宅での見守り、外出プログラムの提供
を行っているうりずんの理事長、「ひばりクリニック」院長の髙橋昭彦先生を講師にお招きし
を行っているうりずんの理事長、「ひばりクリニック」院長の髙橋昭彦先生を講師にお招きし、
「小児の在宅医療とレスパイトケア ～子どもと家族の暮らしに寄り添う～」について講演をし
ていただきました。
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講演では、安心でゆとりある
安心でゆとりある「当たり前
「当たり前の
暮らし」のためには何が必要かを考え、その
生活を守るために何が出来るか、子どもの
日々の暮らしを保障するため、「子どもと家
族が抱える 10 の課題」
の課題」や、普通のケ
や、普通のケの日
の日
（日々の暮らし）があってこそのハレの日
（非日常）など、現在の社会（国）の動きや
問題点などを含めたくさんお話をしていた
だきました。
だきました
4、5 年前に TV で宇都宮の“うりずん”
の情報を知り、やっとお話を聞く事が出来
ました。
高橋先生の穏やかで暖かな語り方から、情
熱や熱い思いを感じました。
こどもたちの当たり前の生活のために、第
2 第 3 の“うりずん”が出来る事を望み
ます。（中澤）

高橋先生の強い想いが『うりずん』を
つくり、多くの賛同を得て今があり、
子どもたち、ご家族の笑顔が生まれて
いるのだと思いました。講演を聞き、
萌の活動でも同じように感じているこ
とが多々ありました。その中でも「学
校でのｶﾆｭｰﾚ抜去に素早く対応された
高橋先生の行動力に驚き、羨ましくも
あり私には何ができるのか？ 」「脳腫
瘍発症されたお子さんのご家族が、
１％でも望みがあるといわれたら、そ
れにかける……」考えさせられました。
レスパイトケアの重要性を感じる時間
でした。（石津）

先生の穏やかな語りかけの中に強い志
を感じ、お話と素敵な表情の写真で、う
りずん魅力に引きこまれました。
仲間を増やし、いろんなところで発信し
ていく必要性も感じました。子どもたち
やご家族を支える視点は萌とも共通し、
夢や希望をいただいたような気がしま
す。今度は実際にうりずん
今度は実際に
今度は実際にうりずんを見学したい
を見学したい
です。（桑原）
（桑原）

高橋先生を頼って訪れる子どもたちやそ
の家族への深い愛情、そして今の活動へ
の熱い思いが伝わってくる、貴重なお話
を聞くことが出来ました。有難うござい
ました。（森）
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■三渓園 早朝観蓮会■
蓮の花は、明け方からゆっくりと開き始

■うみの公園■

■ズーラシア■

潮干狩り、海水浴

・お絵かきアニマルズ
お絵かきアニマルズ（有料）
お絵かきアニマルズ（有料）
自分で描いた絵が大型スクリーンで動き

め、午前 7 時頃一番の見ごろを迎えます。

出す
出す!!

9 時頃から再び閉じ始め、昼ごろには完全

◎開催日

に閉じてしまいます。夏本番を迎えるこの

■八景島シーパラダイス■

季節、早起きして、蓮を楽しみませんか。

・楽園のアクアリウム～サマーナイト～
楽園のアクアリウム～サマーナイト～

◎開催日
開催日 7/16-8/9
8/9（期間中の土日）
（期間中の土日）

真夏のシーパラは光の楽園に
真夏のシーパラは光の楽園に!!夕方 5

6：
：00～8：30

時以降は水族館内の照明も日中とはガラ

◎場所
場所：外苑 蓮池周辺

リと雰囲気を変え、レイトショーならで

※三溪園のシンボル三重塔と蓮が一緒に

はの空間をお楽しみいただけます。

楽しめるスポットを特別開放します。

◎開催日
◎蓮の体験コーナー
蓮の体験コーナー
《蓮の葉シャワー》
蓮の葉っぱから放射状に水が噴き出る
不思議なシャワー。
《蓮の糸をとってみよう》

クッキーの型抜きなどを使って、蓮の葉

ナイト金沢 ZOO

◎開催日 7/11～ 期間中 1 日 4～6
4
回

◎開催日：
◎開催日：8/6-8/28

9：30-20：30 閉

幻想的なシーンをお楽しみください

もう!!

・花火シンフォニア
花火シンフォニア

☆ 8/6.7

夏の夜空をみてみよ

海を舞台としたエンターテイメント花火

19:30～20:15
20:15

う：
：望遠鏡で夏の夜空
望遠鏡で夏の夜空

ショー！

を観察してみよう

◎開催日 8/11～16
16 20：30～（
～（10 分間）

☆ 8/11、
、20、21

おしゃべりナイト

《蓮茎ストローのシャボン玉》

18:30～19:30
19:30

・・・飼育員が動物に
ついて解説します

茎をストローにして、楽しむシャボン玉
☆ 8/13、
、14

こどもまつり

17:00～20:00
20:00

・・・ワークショップ
やステージイベント

更となる場合があります。
※蓮の葉シャワーで濡れてもよい服装
やお着替えの準備があると安心です。

5 万尾のイワシたちが乱舞する迫力ある

園時間を夜まで延長。夜の動物園を楽し

てオリジナルのお面を作ろう。

※天候や開花状況などにより、内容が変

毎日 17 時～

・スーパーイワシイリュージョン

に目や口の穴をあける遊び。親子で協力し

遊び。

7/17～
～9/4

■金沢どうぶつえん■
金沢どうぶつえん■

茎を折って左右に引っ張ると・・・。
《葉っぱのお面作り》

7/26-8/15
8/15 12：00～
～16：30

■世界鉄道博■
鉄道好きにはたまらない？？！機関車ト
ーマスコーナーもあるよ。
◎開催日：
◎開催日：7/16-9/11
9/11
◎場所：
◎場所：パシフィコ
パシフィコ横浜

☆ 8/27、
、28

ひかるどうぶつえん

15:30～20:00
20:00

2016
・・・光のアート作品
展示

■オービィ横浜■
◎場所：みなとみらい
動物たちと触れ合えるアニマルスタジオ
が新しく登場！大自然をテーマとした、
様々なエンターテイメントで五感を刺激
して体験できる施設です。※
して体験できる施設です。※入館料が
入館料が大
人 2600 円→800 円、小・中学生
円、小・中学生 1300 円
→500
500 円、小児（4
4 歳以上）500
500 円→無料
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に改訂！
に改訂！別途アトラクション料金がかか
アトラクション料金がかか
ります。
ります。手帳提示で割引あり。
手帳提示で割引あり。

■乗馬■
① 特定非営利活動法人 RDA 横浜
～障害をもつひとのための乗馬～
月 1 回体験乗馬会、週 4 回定期乗馬会を行
っています。事前連絡で見学も可能です。
◎場所：横浜市三ツ沢公園馬術練習場
横浜市三ツ沢公園馬術練習場

http://www.rda
http://www.rda-yokohama.jp/
yokohama.jp/
② 中田動物病院
馬とふれあう会の体験乗馬会を毎月土日・
祝祭日に開催して
います。
◎場所：横浜市青葉区、中田動物病院近くのマーチ
牧場 http://www.nac
http://www.nac-cc.com/#!blank
cc.com/#!blank-2/x0h7
2/x0h7

7 月 23 日、特定非営利活動法人、ＲＤＡ横浜
特定非営利活動法人、ＲＤＡ横浜
さんへ見学に行ってきました。
さんへ見学に行ってきました。
三ツ沢公園に馬術
沢公園に馬術練習場があるとは知
沢公園に馬術
があるとは知りませ
があるとは知
んでした。実際に馬術場につくと
んでした。実際に馬術場につくと、ドキドキ
、ドキドキワ
クワク期待が膨らみます。
ボランティアスタッフさんに馬術場を案内し
ボランティアスタッフさんに馬術場を案内し
ていただきました。厩舎のすぐそばを
ていただきました。
すぐそばを通り、直
すぐそばを
接馬術場
馬術場へ行きました
行きましたが、厩舎
厩舎の窓からは時折
の窓からは時折
馬がにょきっと顔を出しドキッと
馬がにょきっと顔を出しドキッとしました
しました。
見学時は 4 人の方が
の方が騎乗されていました。
されていました。馬
されていました。
に股がり、
、上半身を支えるのに
上半身を
のに前胸部
前胸部と両脇に
三角形のクッション
三角形のクッションを設置して、
設置して、
して、ボランティア
スタッフ 4 人のサポートを
サポートを
サポートを受けて乗られてい
乗られてい
ました。乗馬をすると、
ました。
をすると、いつも
いつもは緊張が強く出
は緊張が強く出
ていても、馬の振動や体温を感じ
の振動や体温を感じ
の振動や体温を感じリラックス
リラックスで
き、緊張がほぐれたりする効果があ
緊張がほぐれたりする効果があ
緊張がほぐれたりする効果がある
るそうで
す。また
また、跨ることによって
ことによって
ことによって、首～体幹～足ま
～体幹～足ま
で一直線
一直線になるため、
になるため、バランス
バランス感覚が
が養われた
り、普段使わないよう
普段使わないような運動感覚
な運動感覚の刺激になる
の刺激になる
ようです。乗る体位もその
ようです。
体位もその方
方に合わせて、
に合わせて、前傾
姿勢だったり、腹
だったり、腹臥位、股関節
だったり、腹臥位、股関節を閉じた状態だ
を閉じた状態だ
ったり様々で、ボランティアスタッフ
ボランティアスタッフがサポー
トしてくださる
してくださるそうです。
そうです。「初めて
「初めての乗馬は
の乗馬は心
配もあり
あり、介助者の抱っこで
介助者の抱っこで乗る方もいらっし
もいらっし
ゃいますか？」
ゃいますか？」という質問をさせて
という質問をさせていただいた
いただいた
のですが、「親御さんはもちろん心配されて
のですが、「親御さんはもちろん心配されて、
もちろん心配されて
そのような申し出も多くありますが、
そのような申し出も
ありますが、2 人で乗
るリスクの方が高いので、
るリスク
が高いので、ボランティアスタッ
フがサポートして、
フがサポートして みんな一人で乗ってもらっ
一人で乗ってもらっ
ています！」という心強い
ています！」という心強い返答でした。
返答でした。初めて
返答でした。
乗った時、一人で騎乗することが出来たことに
で騎乗することが出来たことに
感動したとの
したとの声も
も多いそうです。
多いそうです。ボランティア
スタッフの方は乗馬
スタッフの方は乗馬経験者や
経験者や福祉関係者
福祉関係者など
色々の方が関わっているそうです。
毎月第二日曜日に
第二日曜日に三ツ沢・馬と親しむ
第二日曜日に
馬と親しむふれあい
馬と親しむ
乗馬会（体験乗馬会
乗馬会（
乗馬会 引き馬）
引き馬）を事前
を事前申し込み
で行って
行っています。
います。障がい者乗馬普及のための体
験乗馬会も定期的
験乗馬会も定期的に開催されて
に開催されています。
います。ご興味
のある方は是非問い合わせてみてください
のある方は
問い合わせてみてください（
（Ｈ
5
Ｐの専用フォームから申し込みできます）
の専用フォームから申し込みできます）
の専用フォームから申し込みできます）。

お知らせ
総会報告

防災のお話

平成２８年
年 5 月３０日
日（月）９：
：30～10：
：30
レスパイト・ケアサービス萌の事務所にて
ケアサービス萌の事務所にて開催
開催しま
した。
した
正会員 25 名中 出席者 22 名、委任状３名
名、委任状
総会開催定足数 2 分の 1 を満たし、総会は成立し
を満たし、総会は成立し
ました。
ました
議長に溝田涼子さんが選出され、以下の議案が討議
されました。
第 1 号議案 平成 27 年度
年度事業報告
報告
第 2 号議案 平成 27 年度収支報告および
会計監査報告
第 3 号議案 平成 28 年度事業計画
第 4 号議案 平成 28 年度収支予算
第 5 号議案 役員の選出

萌の事務所は、横浜市西区にあります。その
ため、西区訪問看護連絡協議会、西区自立支援
協議会に所属し、地域の訪問看護や障害福祉の
活動にも参加しています。
平成 23 年の東日本大震災後、福祉では、西
区自立支援協議会に防災会議が発足し、地震に
区自立支援協議会に防災会議が発足し、地震に
限らず大雨等の災害時にまず自分が何ができる
か（自助）、事業所同士の助け合いとして何が
できるか（共助）について話し合い、防災訓練
等も実施してきました。
等も実施してきました。28 年度、西区災害時個
別支援計画検討会
別支援計画検討会というものが発足し
というものが発足し、医療的
というものが発足し 医療的
ケアのある障がい児者
ケアのある障がい児者の災害時の支援について
の災害時の支援について
検討を始めました。
萌としましても、それらに引き続き参加し、
災害時にご利用者の皆様により良い手助けがで
きるよう検討努力していきます。

全員一致にて全ての議案が
全員一致にて全ての議案が承認されました。
されました。
昨年度も萌の活動にご理解ご協力ありがとうござ
いました。今年度もよろしくお願いいたします。

ついーと ：毎 日蒸 し暑 く、自分も家

族 も体 調管 理が難 し い昨今 ですが、

元気 に乗 り切りた いです （
楠 原）。

今年も暑 い夏 にな りそう ですが、暑

さ に負 けな いようが んば ります。
（
沖 田）
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先 日 の訪問 で Ｍち ゃんが、暑 い夏 を

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

乗 り切 るには肉 と スイー ツを食 べ
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る事 ！と言 って いま した。しろくま

が食 べた い。 （
平）

9 月 1 日は防災の日。
ご家庭の防災グッズや
避難場所について確認
してはいかがでしょう
か。

毎 日が慌ただ しく過ぎ てしま って、
気づけば もう ７月も終わ り…。こん

なとき こそ 「
丁寧 に」を心掛けなき
ゃですね （
下河 辺）

今年になって、熊本でも大きな地震があり、
いつどこでも起こりうることだと実感して
います。

