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梅雨が開け本格的な夏の到来です。どのような夏の過ごし方をそれぞれなさるのでしょうか。梅雨
の蒸し暑い時期にランドセルをしょって汗をかいて登下校している子どもたちを見かけると、背中に
あの重いランドセルをしょわないで学校に行って勉強できたらいいのになと思う事がよくあります。
涼しい生活を思い浮かべていた時、アラスカで写真家、探検家、詩人として生活していた星野 道
夫さんの『長い旅の途上』の遺稿集として編纂された本が目に留まりました。本の帯に「きっと人は
いつも、それぞれの光を探し求める長い旅の途上なのだ。」とありました。その言葉に共感を覚え、
ページを開くと、筆者は自身の一歳の子どもの行動を見ながら生命力を感じ、カーリル・ギブランの
詩を紹介しています。
「あなたの子は、あなたの子であるが、あなたの所有物ではない。
あなたを経てきたが、あなたから来たわけではない。
あなたと共にいるが、あなたに属してはいない。
あなたは愛情を与えるが、考えを押し付けてはいけない。
なぜならば、彼らには彼らの考えがあるからだ。
あなたが彼らのようになる努力をしたとしても、
彼らがあなたのようになるよう仕向けてはいけない」
子どもを育てていた若い頃の私を振り返ってみると、ドキッとさせられ、自分と子どもを一緒にし
て夢中で生活していた過去がよみがえり、恥ずかしくなりました。
彼はアラスカに日本の子どもを体験旅行として何回か連れて行っています。そこでは水も電気も無い
生活、オーロラに出会い、満天の星を見る経験がその子どもたちの将来に何をもたらすのかと書かれ
ていました。現在の生活は電気に頼り、
物、物…にあふれ自然と離れている気が
します。人間も自然の一部として宇宙か
らの命を貰ってお互いに生きているこ
とをもっと、もっと感じて生活できた
ら、どんなにかすっきりと生きられるの
ではないでしょうか。現在の煩雑な中で
いきにくくなっている人間が単純（涼し
げ）に生きていける世界を希求します。
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H２９年 6 月 3 日（土）萌 講演会（＠ガッツ・びーと西）

合理的配慮と
医療的ケア
～子どもたちの就学・修学・
通学の保障のために～
講師

下川

和洋先生

NPO 法人地域ケアさぽーと研究所
女子栄養大学大学院・
白梅学園大学非常勤講師

今年度の講演会は、下川和洋先生を講師にお招きし、講演をしていただきました。下川先
生は、かつて都立養護学校（現特別支援学校）に勤務され、現在は全国各地に足を運び、
重い障害をもつ子どもたちが自宅で生活する際の課題に関する学習会や研修会で講師とし
てご活躍されています。
就学

どこに？？

修学

どのように学ぶ？
通学

どのように通う？

こどもたちみんなが学校に通えるように
文科省は合理的配慮にてついてこのように提示しています
障害者の権利に関する条約「第二十四条教育」においては、教育についての障害者の権利
を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を
包容する教育制度（inclusive education system）等を確保することとし、その権利の実
現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されるこ
と。」を位置付けています。
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さらに法律ではこのように提示されています
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律）

地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を
要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各
関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機
関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければ
ならない。
しかし、実際は・・・
医療的ケアが必要な児童の通学・修学はご家族が多くの部分を支援し、成り立っているの
が現状です。また、人工呼吸器の装着が必要な児童の通学はご家族の付き添いが必要不可
欠とされていることが現状です・・・。
国全体では、“努力していく”方針を打ち出していますが、市町村や学校など個々の単位
で、独自のマニュアル（規制）が壁となり不自由さを生んでいる印象があります。
その中で群馬県では･･･
2000 年以前は
学校の敷地内で吸引すら許されなかった
↓

2016 年には
（体調が安定している）人工呼吸器を装着した児童の通学ができ、さらに保護者の待機なし！

胃瘻からの給食のミキサー食の注入を実現する方向
群馬県の想い
「マニュアルは作りません。個別対応が基本ですから。マニュアルを作ると縛られま
す。群馬県はあゆみは遅いかもしれないけど、後戻りすることなく着実に進めていく
県だと思っています。」
法律と特別支援学校の現状、各地方での取り組み、様々な事例から、
できない！ムリ！ではなく「できるようになる方策を考える」という姿勢を、先生のお話
から学ぶことができました。

思いや、願いを
共有しながら、支援
の輪を広げて、これからも
みなさんと一緒に考えて
いきたいです。
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ちょこっとコラム
テーマ：

普段使っているおむつ、萌の皆さんがどんなもの

お む つ
赤ちゃん～幼児さん

を使っているか、おむつランキングでご紹介しま
す！

おむつランキング

No.1 パンパース

小学校高学年以降になると、おむつも成人用と
なり、値段も割高になります。また一回の排尿量

No.2 メリーズ
No.３ ムーニー

が多くなるため、尿とりパッドを使用する方も増え
てきます。

小学生
小学生
おむつランキング
No.1 グーン スーパービッグサイズ
No.2 グーン ビッグサイズ
No.3 マミーポコ/パンパース
中学生 おむつランキング
中学生
No.1 アテントテープ式 S サイズ
（アテント R ケア スーパーフィットテープ）
No.2 グーン スーパービッグサイズ
No.3 ムーニー/パンパース
高校生
高校生
おむつランキング
No.1 グーン スーパービッグサイズ
No.2 ライフリー S/M サイズ
No.3 アテント R ケア スーパーフィットテープ

～みんなが使っている尿とりパッドの種類～

�グーン スーパーBIG 安心吸収パッド
�サルバ 尿取りパッドスーパー、
�アテント S ケア軟便安心パッド
�ライフリー 安心パッドスーパー
�リフレ すきまぴったりシート
（両面吸収パッド）

S ｻｲｽﾞ

困ったなぁ…

お勧め大きめパッド→ﾋﾟｼﾞｮﾝ

ﾊﾋﾞﾅｰｽ

尿とりﾊﾟｯﾄﾞ透湿タイプ TPB ﾋﾞｯｸﾞ

男女共用

おむ つのお困りごと、 こんなこと、 あんなこと、

アテント R ケア スーパーフィットテープ
S サイズがお勧め！横のテープが伸び縮みする
ので身体に優しくフィットします♪
●尿とりパッドがずれてしまう、漏れてしまう…
パッドとオムツのサイズが合っているか確認しましょう！短時間用・長時間用でパッド
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を併用しましょう！量が多くなる場合は吸収力 up の両面吸収パッドも選択肢に。

…ご意見募集 しています！

●大人の S サイズのオムツも少し大きいような
気がする、足回りから漏れる人…

工夫 してます♪ 等々、

～～みんなのお勧めオムツ～～こんなのあります！

みんな で共有 して解決 しませんか？？

●スーパービッグサイズが小さくなると、大人用のおむつになり
枚数も少なく割高になる
●大人用のおむつの種類が多く、良く分からない。
●上から漏れてしまう
●パッドから漏れてしまう
．．．等々ご意見がありました。

入・退職者から・・・ごあいさつ

はじめまして。
ヘルパースタッフとして萌のお仲間に入れていただくことになりました、
柳沼 智江（ヤギヌマ トモエ）と申します。
お寿司と唐揚げと海老が好きです！
好きな物をたくさん食べて、この夏は、三人娘と毎日ストレッチをしながら、心身共に、
柔らかい気持ちで居られるように、心掛けたいと思っています。
心が晴れるようなひと時と、ご家族のほっとひと息…、の
お手伝いが出来るよう努めて参ります。
どうぞよろしくお願いいたします

約４年間、ありがとうございました。
萌での出会いに感謝し、みなさまの毎日が輝きある
ものになりますように願っております。
またどこかでお会いできる日を楽しみにしています。
藤本 志のぶ

こんにちは。 在籍中はお世話になりありがとうございました。
住み慣れた横浜から実家に近い世田谷区へ引越して１年半
経ちました。
マンション暮らしから戸建の暮らしへと変わり、庭で花や夏野菜を
育てて楽しんでます。（子育て終わって花と野菜育ててます・笑）
野菜は支柱が強風で倒れたり虫がついたり病気になったり思っ
た以上に大変ですが収穫の喜びは想像以上でした・笑
仕事は近くの病院で病院内の書類を運ぶ病棟クラークの仕事を
しています。 これが結構歩くので運動だと思ってますが体重は
変わらず・・やや増加傾向です。
これから夏本番で暑い日が続きます、お身体を大切にお過ごし
下さいね。
菱沼 恭子
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お知らせ
防災について

平成２９年度総会報告

〈 アンケートご報告 〉
昨年度実施しました「もしもの時のために」についての
アンケートにご協力ありがとうございました。遅くなり

ＮＰＯ法人レスパイト･ケアサービス
萌、平成 29 年度総会が平成 29 年 5 月

ましたが、報告です。
１、避難指示が出たときは、自宅待機の方が２/３
２、自宅以外の避難場所では「地域の避難場所」や「医
療機関」に行く方が半々
３、防災グッズ置き場は、車椅子のところや学校バッグ、
リビング、靴箱のところ、車中など
４、救助をお願いできる人がいる方は１/３
頼む人は；自治会の人、民生委員や町内会に登録してい
る、友達、近隣の人
５、ガイドヘルプ中の被災の場合は、「とにかく帰宅」・

算案、役員選出等議案のすべてが承認
されましたことを報告いたします。あ
りがとうございました。
新しいスタッフを迎え、萌の新年度が
始まりました。まだまだ至らぬところ
は多々ありますが、ご利用者様皆様の
日常の生活のお手伝いができますよ
う頑張っていきたいと思います。今年
度も萌の活動にご理解ご協力のほど
よろしくお願いいたします。
ついーと

毎 日蒸 し暑く、 早くも夏バ テ気味 です。

アイ スを毎 日食 べて乗り切りた いです！

（
楠 原）

夏バ テは していませんが、 アイ スを毎 日

食 べて夏を楽 しみた いです （
髙橋 ）

http://npo-respitemoe.houmon.shafuku.com
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週末 フ ァー マー。夏野菜 の収穫 これから
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が楽 しみです （
横井 ）

今年、息 子が 初め てベランダ でき ゅうり

を育 てま した。 一本だけ生 ったき ゅうり

〈 アンケートの結果から２９年度の取り組み 〉
１、発災したらどう動くかについて、ご利用者様お一人
お一人のシート作成を予定しています
２、「もしもの時のために」の変更点を更新する予定で
す
もしも災害が起こったとし
ても、ご利用者様とご家族が
安心していられるように萌
として何ができるかを考え
ていきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

告、平成 29 年度活動計画案・収支予

大きくな る のが楽 しみです。 （平）

「安全な場所で待機」が半々
６、被災後の訪問は２/３の方が希望されました
７、萌の「もしもの時のために」は必要と思われている方が
大多数

29 日（月）当法人事務所にて行われま
した。平成 28 年度活動報告・収支報

