特定非営利活動法人
レスパイト・ケアサービス 萌
会報 No.４４ ２０１７．０４

「暖かい春」

北村千賀

春が来て、入園、入学、卒業、進級などそれぞれに明るい希望を感じます。
特に昨冬は寒さとインフルエンザの流行に悩まされ、春の喜びはひとしおです。
2017 年度のスタートに、改めて「萌」を支えてくださる子ども達、ご家族、支援者の皆
様にご挨拶したく思い、これを書いています。
ウォルト・ホイットマンという 1600 年代のアメリカの詩人の
『寒さに震えたものほど暖かさを感じる。人生の悩みをくぐった者ほど生命の尊さを知
る。』という言葉から色々思いを巡らせています。
春の暖かさは命の息遣いを感じることができます。冬の間、固いつぼみだった花々がつぼ
みを膨らませ、それぞれに香り、色づき、姿を見せる。花開く時を愛でる喜びはたまりま
せん。特に冬の厳しい地方の方々は春の気配の喜びは格別のようです。
私自身はホイットマンの言葉のように、悩みのトンネルをくぐって出口に光を見出した
時、生きていて良かったとの思い、生命（いのち）を貴ぶことができる者と変えられて来
たことを感じています。ただし、人生の困難は一回限りでなく何度も押し寄せてきます。
若い時、壮年期、そして老いの時期、色々な形で人生は悩みと喜びがついてきます。
私自身いよいよ老いの道を歩む心の準備をしなければと思うと共に、まだ見ぬ冒険の道
として歩みたいと思うのです。そしてホイットマンの言葉の中にあるもう一つの言葉
『これから私は幸福を求めない。…私自身が幸福だ。』
この心境が少し見えてきている気がしています。
「萌」の子どもたちの思いを想像すると、言葉
にはならなくても、ご家族や周りの方々に守ら
れ、過ごしている中で、「もうそんなことは分
かっているよ」との声が聞こえそうな気がしま
す。そうした子どもたちのまなざしに見守られ
ながら私たち「萌」のスタッフは今年度も力強
く歩みたいと思います
最後にもう一つの言葉を皆さんと共有したいと
思います。『わたしにも、誰にも、あなたに代
わって道を歩くことはできない。自分の道は自
分で行くほかないのだ』
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小学校卒業、中学校入学おめでとう
小学生は色々な事がありましたね。
運動会、文化祭、クラス行事など苦手な事が少しず

祝！

つ出来るようになり、随分と大人になった気がしま

小学部卒業

6 年生の時は腹膜透析の手術と、お腹の手術と続け

中学部入学

なで乗り越えました。中学生になることを本当に嬉

す。
て頑張りましたね。約半年間の入院生活を家族みん
しく思います。
深月の成長を通して親の私達もちょっぴり成長する
ことが出来ました。
中学生になっても、深月が笑顔で一歩一歩成長出来

卒業おめでとう

るように見守っていきたいと思います。

小学校の入学式がついこの間の様に感じられ

いつも、私達を支えて応援してくださっている萌の

ます。

皆様…☆我が家にとって、とても辛い時期を一緒に

でも確実に一歩一歩ゆっくりだけど

乗り越えて頂いたこと、感謝しております。ありが

成長しているね！

とうございました。

ひとりで数歩、歩ける様にもなり

中川深月

父

母

リフトン自転車にも乗れるようになりました。
楽しそうな笑顔、沢山の頑張る姿を見せてくれ

姫奈ちゃん卒業おめでとう！！

てありがとう

あんなに小さかった姫奈ちゃんが、今年 3 月 12 才

これからも我が道を行く！！凜果でいいよ。

になり、そして小学校の卒業式を迎える事ができま

卒業おめでとう

した。
赤ちゃんの頃から、一緒に成長を喜び、体調が優れ
ず辛い時は寄り添い、たくさんの愛で姫奈ちゃんに
接してくださったスタッフの皆様、本当にありがと
うございました。
家族の様にあたたかく、そして頼りになる『萌』の
存在は、我が家にとってなくてはならないものです。
これからも姫奈ちゃんの成長を一緒に見守ってくだ
さいね。
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最近は気持ちや振舞いが少し大人っぽくなり、だんだんお兄さんになっていくのを実感しています。
それが嬉しくもあり、寂しくもありますが、智也と癒しの笑顔を今日も見られる事が家族みんなの喜びで
す。どうもありがとう。
4 月からは中学生。より楽しく COOL な日々を過ごそうね。
智也、入学おめでとう‼︎
家族みんなより

3

3 月に、上菅田特別支援学校

中学部を卒業し、4

月に高等部へ入学します。
中学部は、楽しい思い出もたくさん出来ましたが、

祝！

体調管理の難しさを痛感した 3 年間でもありまし
た。

中 等部卒業

そんな中でも、なんとかやってこられたのは、萌さ
んのスタッフの方々の手厚い手助けのおかげだと感

高 等部入学

謝しています。ありがとうございました。
これからも、応援して下さる方々への感謝の気持ち
を忘れずに、家族一同で頑張っていきます。
高橋

大事な大事なアナちゃん、
卒業おめでとう！もう、高校生だね、この前まで一緒に小学校に通ってたのが懐かしいです。今はなかなか会え
ないから寂しいね、でも、アナちゃんはほんとに強い子だと思うよ。全然泣かないし。でも、これからはもっと
泣いていいんだよ、お姉ちゃんを頼っていいんだよ、大人にならなくていいんだよ。いつでもここにいるからね。
いつまでもアナちゃんは私の妹です。アナちゃんならきっと素敵な高校生になって楽しい高校生活送れると思う
よ！卒業おめでとう！

アレックス

Congratulations, Annabel, on your school graduation.
I know you have worked extremely hard in all of your different subjects and improved so much
over the time you’ve spent in middle school. Also making friends and enjoying being with your
classmates as well as improving your running and sports.
All the improvements you have made in so many areas and subjects will be very valuable in the
future. Well done again and I’m sure you will advance even more in high school. Love, Daddy
アナベルへ、はじめてあなたを見た時、正直嬉しいという気持ちより、この子は誰？ この子は人間？
生まれた時 796 グラムのあなたを見たとき、ママは目の前にいるあなたに向き合うのが辛かった。小さな小さな
小さな体にいっぱいのチューブをつけられ、この子にどんな未来があるのだろう。ならば、なぜ生きているのだ
ろう。毎日毎日苦しい葛藤でした。病院にいくのが、辛かった。だけど、アナベルはそんな小さな小さな体で、
必死にミルクを飲み、生きることに必死に毎日がんばっていました。あれから、16 年。手術は 29 回しました。
本当にたくさんの辛いこと苦しいことに耐えて乗り越えてきました。たくさん泣きました。家族に笑顔を見せる
ため、アナベルは病気と戦ってきました。勇敢な娘です。そんなあなたが今日中学を卒業します。
生まれた時のあなたは、食べることも話すことも、歩くことも、
何にもできないかもと言われました。今のあなたはたくさんの
笑顔を作り、大好きなおしゃべりをし、自分の足で学校にも通い、
家のお手伝いもたくさんする美しい娘に成長しました。子供の力は
無限大。ママはいつもあなたから信じること、あきらめないこと、
がんばること。を学びました。そしてたくさんの愛をもらいました。
母が子供に無償の愛情といいますが、本当は子供から、無償の愛を
受けているのだと。ママは気づかされました。これからも、1 日 1 日
を大切に日々起こることにも元気に笑顔たくさんの高校生活を送って
ほしいとママはいつも側にいます。ダディ、ママ、アレックスの元に生まれてくれてありがとう。
卒業おめでとう。ママより
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ついこの間まで一緒に手繋いで歩いてた太智が、今じゃ

中学校卒業おめでとう。よく頑張りました。

こんなに大きくなって、いつの間にか私の背も抜かして、

１時間以上かかる道を月に１回萌さんのお

もう高校生になるなんて信じられなくて、時間って本当

力を借りて歩いて通えるようになって

にあっという間だなって思うよ！

歩いて来た日はとても調子が良いですよ、と

学校でたくさん学んで、遊んで、日に日にできることが

先生からも褒められています。

たくさん増えたね。

高校ではより視野を広めて楽しめるものが

あんなに好き嫌いしてた太智が、今じゃ食べられるもの

増えることを願っています。

が増えて、成長したんだなって姉目線でいつも嬉しく思

元気に通学出来る様に支援していきたいと

ってます。いつか一緒に焼肉いっぱい食べたいなぁ！！

思っていますのでよろしくお願い致します。

家ではイタズラもたくさんするし、気分良く話しかける
とうざがられることもあるし、たくさんバトルするし、
毎日大変だけど…真っ直ぐで、優しくて、笑顔いっぱい
で、ママに怒られるとすぐ私のところに助け求めに来る
太智が可愛くて大好きで、私の自慢の弟です。
高校部に進学しても、たくさん笑う優しい太智のままで
いてね！イタズラはほどほどに✌
卒業おめでとう！（姉の朱莉）
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小学校ご入学おめでとうございます!!

なみ小学校入学おめでとう。
生まれた時は、なかなか体重
が増えなくて心配したけど、
今ではすっかり大きくなっ
て、萌さんに来てもらわない
と、お母さん１人でお風呂に
入れられなくなり、嬉しいや
ら大変やらです。
４月から新しい事がたくさ
んあるかなぁ♪
父、母より

高等部ご卒業おめでとうございます

こんにちは。この度上菅田特別支援学校を
卒業しました。12 年間楽しい事もいっぱい
あったけど、色んな山を超えて頑張ってき
ました。
本当に良く頑張ったね。
その度に萌さんをはじめ色んな方に支え
て頂き、ありがとうございました。母も少
し成長できたと思います。
螢の不思議な力で素敵な出会いが沢山あ
り、これからも新しい出会いを楽しみにし
てます。
最後に萌の皆さん、萌に関わるご家族のみ
なさんが末永く笑顔でいられますように
お祈りしてます。
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平成 28 年 11 月 26 日（土）9 時から、西消防署境之谷消防出張所
にて救命救急講習を受けました。14 名のスタッフが受講しました。

勉強会報告
講師：西消防署境之谷消
防出張所所長吉野さん・
所員上杉さん

地震に備えて
支援物資が届くのは 1 週間く

はじめに吉野所長のお話を
伺い、DVD を見て、実技を

らいたってから。その間の備蓄
をしましょう。

行いました。

救急隊員
へつなぐ

救急車の到着まで
平均で 8 分ですが、
吉野所長
救命のリレー
発見

心停止だ！

横浜の場合もう少
しかかります。その
間が大切です。

居合わせた人＝一般の人ができること
救急車を呼ぶ
AED を使う
心肺蘇生を行う

一次救命
措置

小児・乳児の場合、
パット 1 枚は背中に

AED とは何か
痙攣している心臓に
ショックを与えてリズムを戻す
注意点：パットは隙間なく貼りましょう。
ペースメーカーが入っている場合は、ペース
メーカーから 3cm 離しましょう。
乾いているところで使用しましょう。
アクセサリーや下着の金具ははずして使用し
ましょう。やけど防止の為です。

救急
隊員

心臓マッサージ
5～6cm 胸が沈むくらいの強さで
30 回
1 分間に 100 回の速さ

小児の場合、片手で胸が

乳児の場合、

身体の 1/3 沈むくらい

指 2 本で胸
の 1/3 沈む
ぐらい
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医師

お知らせ
会員一覧（平成 29 年 3 月 20 日現在 敬称略順不同）

平成２９年度会員募集

2016 年度会費納入
正会員
沖田康子 北村千賀 溝田涼子 関水好子 平あゆみ
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 佐藤和子 藤本志のぶ
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 沖田亜希恵 長﨑由起 疋田久子 菱沼恭子
宮内佑輔

平成２9 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

賛助会員
赤荻 剛 赤塚鈴代 浅野真歩 朝比奈和子 有田 豊
粟野颯太 飯盛康将 池上颯・真之 伊東孝介 茨木卓哉
植田耀介 上村風歌 越中ミユキ 大室寛子 小野実柚
オーウェンアナベル 岡田純汰 岡村正美
角田直子
加藤芳明 菊谷秀子 北原朱理 工藤晶恵 國貞 郁
久保田国栄 久保田正明 倉島雄太郎 小林正幸 今 慶之
小島真理子 小林兼光・歩 佐藤加恵 猿渡純一郎
菅沼亮一 新屋恵子 鈴木妙佳子 鈴木寛五朗
高橋美月 田中奈緒子 田沼清司 土屋雄聖 手塚由紀
坪山太智・純子 留野泰心 中畝治子・常雄 秦 智美
仲岡樹弥 中川深月 中村裕之・真菜 中山茂樹 浪口智子
沼田真一
橋本岳志
福岡伽帆 福田友佑 藤平喜一
藤原由依 古川幸一・悟 古澤光琉 堀川則孝 本田豊
牧野匠子 牧野智晴 松川真吾・大悟 松村郁子 山岸香
松本洋介 森本遥香 谷戸美佐 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
社会福祉法人横浜共生会地域活動ホームガッツ・びーと西

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

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

総会のお知らせ
平成 29 年 5 月 29 日（月）9：30～
会場：萌事務所
講演会のお知らせ
平成 29 年 6 月 3 日（土）
講師：小平市 NPO 法人地域ケアサポート研究所
下川和洋さん
詳細が決まりましたら、おってお知らせいたし
ます。皆様のご出席をお待ちしています。

ついーと
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春は曙と いうけれど、春 眠暁を覚 え

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

ずとも。私は勿論春 眠派 です （平）

「萌」
No．44 2017.4
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

桜 の咲く新たな出発 の季節 になり

恭子さん

ま した。
また気持ちを引き締め てが

菱沼

んば ります！ （
楠 原）

事務

新年度 になりま した。
また新 しい 一

志のぶさん

年が んば ります。 （
沖 田）

でご連絡ください。

藤本

あ っと いう間に桜が 咲く頃になり

使ってみたい方は、事務所ま

ま した。
新たな生活が 始まりま した

看護師

ね！ いろんな ことにチ ャレンジ し

お試しができます。

て、たくさん の思 い出を作りま し ょ

3 月退職者

うね。 （下河辺）

送風マット『ＳＯＹＯ』の

寄付
朝比奈和子 北本康二郎 國貞郁 雀部邦子 佐治金次郎
辻本光幸 仲岡樹弥 中川深月 廣瀬かおる 藤原由依
松本洋介 山本重幸

