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「サンタクロース」
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暑かった夏が長く続き、秋と感じる時には冷たい風が吹いて、今年の冬は寒さがどうなる
のか心にかかりながら、クリスマスカード作り、年賀状準備に入りました。
クリスマスの季節になると、私が６５年前の子ども時代、物のない頃、家族は工夫してク
リスマスプレゼントをクリスマスの朝、枕元に置いてくれました。お正月に着る洋服や羽子
板などが置かれていたりして、クリスマスの朝のわくわく感は忘れられず今も続いています。
児童文学に興味を持った時に出会った『サンタクロースの部屋』
（児童文学者松岡享子著）
の言葉に「サンタクロースを住まわせた子は、心の中に、サンタクロースを収容する空間を
作り上げている。サンタクロースその人は、いつかその子の心の外へ出て行ってしまうだろ
う。だが、サンタクロースが占めていた心の空間は、その子の中に残る。この空間がある限
り、人は成長にしたがって、サンタクロースに代わる新しい住人を、ここに迎え入れること
ができる。この空間、この収容能力、つまり目に見えないものを信じるという心の働きが、
人間の精神生活のあらゆる面で、どんなに重要かはいうまでもない。のちに、いちばん崇高
なものを宿すかもしれぬ心の場所が、実は幼い日にサンタクロースを住まわせることによっ
てつくられるのだ。～中略～幼い心に、これらのふしぎの住める空間をたっぷりとってやり
たい。」というのがあります。
このことばに出会った私は、我が家の子どもにもそうした心の空間を持ってほしいと願い、
毎年サンタクロースを信じられるようにプレゼントを準備しました。その時の私は又わくわ
くする経験をしましたし、子どもたちも結構長い間信じていたのです。
他愛のないようなサンタクロースの存在が、世界中の子ども達に夢を与えているという事は
意味深いものなのでしょう。
利用者さんに毎年クリスマスカードを準備しながら、萌につながる子ども達もいつまでも
夢を持ち、喜びに生きることが出来るようにと思いを熱くしながら、楽しい時を持たせてい
ただいています。

早いもので、今年もあとわずかです。すっかり寒い日々となってきました。
本格的な冬を前に「冬に流行する感染症」とその予防策をおさらいして、元気に過ごしましょう！
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子どもに多い「感染
症カレンダー」をご
紹介します！
冬だけでなく、年間を
通して様々な感染症
があるね！

代表的な 3 つの感染経路

感染対策の基本は
マスクと手洗い！！
風 邪 か な ？ と 思 っ た ら 、う つ さ な い た め に
も 、人 か ら も ら わ な い た め に も 、マ ス ク を
しましょう！石鹸と流水の手洗いやアル
コール消毒も有効です。

接触感染･･･ノロウイルス、ロタウイスル、アデノウイルス、疥癬、等
飛沫感染･･･インフルエンザウイルス、アデノウイルス、ロタウイルス、ノロ
ウイルス、マイコプラズマ、風疹、おたふく、ＲＳウイルス、等
空気感染･･･ノロウイルス、ロタウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルス、結核菌、

手袋を外した後も
手指衛生を忘れずに!!

なんで？？
・手袋は手指衛生の代用にならない
・手袋の 100 枚に 1～2 枚に小さい穴が開いている可能性がある
・使用後にも目に見える穴が開いていた報告もある
・脱ぐ時に知らずに汚染されている可能性も！
・自分の手の汗や常在菌もある！

目に見える汚れがある時は
流水と石けんで洗いましょ
う！
目に見える汚れのない時は
手指消毒剤を使いま
しょう！

手指衛生のポイント
［石鹸と流水による手洗い］
◆手荒れを防ぐ為に最初に流水でよく濡らしておく
◆洗う部分を覚えておく
◆しっかりと洗い流す
◆手荒れ予防の為に、ペーパータオルは押し拭きにする

手洗いしそこないやすい部位を知っておこう
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［手指消毒薬による手指消毒］
◆しっかりとワンプッシュして適量を使用する
◆指先から消毒する
◆乾燥するまでよく擦りこむ

下痢・嘔吐の時に！

ハイターで作れる！

簡単な消毒液の作り方
0.1％消毒液
嘔吐物や便が付着した床、
衣類、トイレ
0.02％消毒液
ペットボトルの
キャップ 2 杯
（５ml×２＝10ml）

家

庭

用

塩素系漂白剤

ペットボトルの
キャップ 2 杯
（５ml×２＝10ml）

おもちゃ、調理器具、
家

庭

用

まず、500ml のペッ
トボトルに、水を半分
ぐらい入れておきま
す。
そこへ、原液 10ml
を入れます。
最後に水を加えて、全
体を 500ml としま
す。

まず、2ℓのペット
ボトルに、水を半分
ぐらい入れておきま
す。
そこへ、原液 10ml
を入れます。
最後に水を加えて、
全体を 2ℓとしま
す。

ふたをして、よく振
って混ぜ合わせてく
ださい。

ふたをして、よく振っ
て混ぜ合わせてくだ
さい。

（10ml×約 5％/500ml＝約 0.1％）

直接手で触れる部分

塩素系漂白剤

～ご利用者様へのお願い～
もし、感染症に罹っていること
が判明した場合、早期にご連絡
いただきますようお願いいた
します。
また、感染症の種類に応じて、
スタッフが訪問中にマスクや
長袖の使い捨てエプロン、手袋
を着用し、感染伝播の予防策を
行います。
皆様のご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。

（10ml×約 5％/2000ml≒約 0.02％）

【消毒液（次亜塩素酸ナトリウム溶液）を扱うときの注意】
使用するときは換気を十分に行ってください。
有毒な塩素ガスが発生しますので、酸性のものと絶対に混ぜないでくだ
さい！
皮膚への刺激が強いので、直接触れないよう、ビニール手袋などを使用
してください。
皮膚に付着した場合は、直ちに大量の水で十分洗い流してください。
金属に使用した場合は、消毒後、水で洗い流すか、ふき取るなどしてく
ださい（錆や変色の原因になります）
。

出典：
・訪問看護師のための在宅感染予防テキスト－現場で役
立つケア実践ナビ：ＮＰＯ法人HAICS研究会 PICSプ
ロジェクト メディカ社
・小児看護 1月号 第36巻第1号/通巻第448号：2013
年1月15日発行 へるす出版
・ﾅｰｽのための小児感染症 予防と対策：2010 年7 月1
日 初版 国立成育医療センター 中山書店
・福山市「ノロウイルス対応マニュアル」

映画紹介「みんなの学校」
「みんなの学校」上映委員会は、平成 28 年 6 月 26 日に西公会堂にて映画の上
映を行いました。「みんなの学校」上映委員会は、西区内のさまざまな団体、地域
住民代表、社会を明るくする運動構成メンバー、西区生活支援ネットワークメンバ
ー、NPO 法人はぐっとメンバー、西区地域自立支援協議会メンバーが参画して発
足しました。
誰もが、『障害のある人も高齢者も子どもも』安心して楽しく暮らせる地域づく
りを考えるきっかけ作りを目的としているとのこと。以前会報でお知らせしました
が、萌も西区地域自立支援協議会のメンバーです。上映委員会のメンバーではあり
ませんが、この日はスタッフ数人が映画を見に行きました。西公会堂のロビーには
所狭しと参画団体による自主製作品の販売などのブースが並んでおり、また上映前
には区内団体のステージ発表等もあり、区民祭りのようでした。
さて、今号では映画「みんなの学校」の紹介をします。（T）
『みんなの学校』は木村泰子校長の理念でふつうの子も、特別支援の対象となる子も、
自分の気持ちをコントロールできない子も、みんな同じ教室で学ぶ、を目指した大阪市
立南住吉大空小学校を一年に渡って追ったドキュメンタリー。全校集会の中で校長は聞
きます「この学校は誰がつくりますか？」みんなの声「自分です」
「自分とは誰ですか？」
「ここにいるみんなです」。
学校では一人ひとりが能力に応じて大切にされる。担任だけではなく、教師、 アシ
スタントティーチャー、ボランティア、パトレンジャー（地域見守り隊）、大人達が情
報共有しながら関わり、大人も、教室の子ども達も成長する。校長は子どもと向き合い、
受容する。たったひとつの約束は「自分がされて嫌なことはしない、言わない」で教師
も生徒もお互いに尊重し合っている。ほかの地域（学校）では今まで受け容れられない
で来た子が転校してきて、遂に小学校卒業を迎える。遅刻したり、暴力を振るったり、
その都度子どもに向き合ってきた木村校長の姿が目に焼き付いている。映画の途中から
私は映画そのものへの感動とは別に、涙が止まらなかった。私のかかわってきた子ども
たちが浮かんだのかもしれない。校長の書いた本のエピローグに「『教える専門家』か
ら『学びの専門家』に。限りなく広がる大空のように、いつまでも、どこまでも学び
続ける自分でありたい」と
書かれていた。この映画を
全国の学校で見ることが
できたら差別、偏見、いじ
めが減り、楽しい学校生活
になるのではと強く思わ
された。（K）
写真；映画「みんなの学校」
公式サイトより

冬のお出かけスポット

みんなのトイレ情報つき
＊○がついている所がトイレです

ドックヤード・プロジェクションマッピング
『くるみ割り人形とめぐる夢の物語』

ドッグヤードガーデンの多目的トイレは、B2F です。
http://www.yokohamalandmark.jp/page/floorguide/floor/?floor=B2F

ドッグヤードガーデンがクリスマスのバレエ組曲として人気の“くるみ割
り人形”が体感型プロジェクションマッピングとして期間限定上映され
ます。クリスマスイブの夜に繰り広げられるクララとくるみ割り人形の不
思議な冒険の世界へと引き込みます。
・開催期間：11/10（木）～12/25（日）
・開催時間：18：30～/19：10～/20：30～/21：10～
※上映時間は、1 回につき約 7 分間
・開催場所：横浜ランドマークタワー

ドッグヤード・ガーデン

※悪天候時、メンテナンス時は運休となる場合があります。

MARK IS みなとみらいのトイレです。各階のほぼ同じ位置の

※観覧には整理券が必要となります。
・発券場所：横浜ランドマークタワー３F

発券時間：10：00～

スカイガーデン入り口

各上映開始の 40 分前まで

（各回 500 人、なくなり次第終了、当日分のみ有効）

エレベーター近くに多目的トイレがあります。
http://www.mec-markis.jp/mm/floor/floor_1.html
http://www.mec-markis.jp/mm/floor/floor_2.html

MARK IS みなとみらいと横浜美術館の間に位置するグランモ
ール公園のケヤキ並木に約 2 年ぶりにイルミネーションが実施
されます。
みなとみらいエリア最大級のイルミネーションとなります。
・場所：グランモール公園
・日時：11/10（木）～1/29（日）
・時間：17：00～24：00

原鉄道模型美術館

冬景色の"いちばんテツ
モパーク"を特別走行！
トーマスシリーズの機
関車が走ります。館内で
は、トーマススタンプラ
リーも実施しています。
障がい者手帳をお持ち
の方と、その付き添いの
方（1 名）は上記料金か
ら 300 円割引です。窓
口にて手帳をご提示く

http://www.hara-mrm.com/

「車椅子でお出かけ

ださい。

バリアフリーマップ」

（http://barrier-free-map.com/）からも多目的トイレ
情報やお出かけしやすい情報が載っています。

原鉄道模型美術館のトイレは美術館の外です。

お 知 ら せ
〈

スタッフ紹介

〉
スタッフ募集!!

はじめまして。若林麻里と申し
ます。私はこれまで小児病棟
と、訪問看護のお仕事をして参
りました。この度、萌の仲間入
りをさせていただき、本当に嬉
しく思います。ご家族の、ほっ
と一息と、お子様との楽しい時
間を過ごせるように、非力なが
らお手伝いをさせていただけ
たらと思います。どうぞ、宜し
くお願いいたします。

萌では、わたしたちとともに働く
スタッフを募集しています。看護
師さん、ヘルパーさん、理学療法
士さん、作業療法士さん、萌の活
動に興味をもたれた方はぜひご連
絡ください。

HP が リニューアル!!
「ﾚｽﾊﾟｲﾄ･ｹｱｻｰﾋﾞｽ萌」で、
検索を。

年末年始のお知らせ
平成 28 年も残すところあとわずかとなりまし
た。今年も萌のご利用者様会員様関係機関の
方々には大変お世話になり感謝申し上げます。
みなさまにとりまして来たる年が幸せな一年
となりますように。来年もよろしくお願いいた
します。なお、事務所は１２/２９～１/5 まで

ついーと
・来年の事を言うと鬼が笑うといいますが、楽し
い事がいっぱいありますように！鬼に負けずに大
爆笑‼（平）
・気づけば年末・・・今年もあっという間に過ぎ
てしまいました。（沖田）
・ついこの間まで暑かったのに、グッと冷え込む

お休みします。

季節になりましたね。イベント盛り沢山になる年

救命救急の講習を受けました
平成 28 年 11 月 26 日（土）西区境之谷消

末年始、皆さま心ポカポカで過ごせますように…。

防署にて。その詳細は次号にてお伝えします
が、署長吉野さんから、とくにこの時期の注
意喚起をいただきました。「火災が増えてい
ます。電気プラグの埃や、電気コードが重い

（下河辺）
・今年の冬はインフルエンザにも、
胃腸炎にも負けずに元気に過ごしたいで
す！！（楠原）

ものの下にならないよう気をつけてくださ
い」とのことです。
「萌」
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