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「てんでんこ」

北村千賀

冬の厳しい寒さが過ぎ、我が家の周りには梅、沈丁花と香りが移り、つくしが顔を出しま
した。ただ今年の冬の厳しさのせいか成長できず短めでした。春の温かさに体がほぐれてい
く気がします。（花粉症の方々ごめんなさい）希望の春ですね。
この原稿に向かいながら 7 年前の３・１１東日本大震災の被害を思い出しています。特に
原発事故での放射能汚染で、福島の子どもたちの体調に将来の不安が沢山加わっていること
を思います。私の所属している団体は毎年５月の連休に横浜で保養プログラムを開き、福島
の１５家族程度６０名ほどを招待しています。毎年希望者が絶えません。特に今年は参加者
をネットで募集したところ２倍以上のご家族の応募があり、お断りするのに心痛めています。
まだまだ福島の子どもや親御さんには保養が必要なのでしょう。
震災後の秋、私は釜石にボランティアに出かけました。町はゴーストタウンになっていま
した。そこで「釜石の奇跡」を知ることになり、現場に向かいました。そこの学校の子ども
たちは、津波が押し寄せる時、子どもたちの判断で高台に逃げ、９９，８％の子どもの命が
助かったとのことです。そのことを実行できたのは、日頃から子どもたちに災害時の事を何
度も話していた片田敏孝さん （群馬大学大学院教授）という方がいらしたからということで
す。その先生の話の一部を紹介します。
「『想定外」を生き抜く力』・・・・自分の命に責任を持つことだ。三陸地方には、「津波
てんでんこ」という昔話が伝えられている。地震があったら、家族のことさえ気にせず、て
んでばらばらに、自分の命を守るために 1 人ですぐ避難し、一家全滅・共倒れを防げという
教訓である。私はそこから一歩踏み込み、子どもに対しては『これだけ訓練・準備をしたの
で、自分は絶対に逃げると親に伝えなさい』と話した。親に対しては子どもの心配をするな
と言っても無理なので、むしろ、『子どもを信頼して、まずは逃げてほしい』と伝えた。ど
れだけハードを整備しても、その想定を超える災害は起きうる。最後に頼れるのは、一人ひ
とりが持つ社会対応力であり、それは教育によっ
て高めることができる。私は、今回の震災で命
を落とした少女たちの声に耳を傾け、防災教育
の広がりに微力を尽くしていきたいと、あらた
めて思いを強くしている。」
私はこの言葉を読みながら、早くに命を落と
した人々から「私の分まで頑張って生きて」と
のエールを聞き取れる気がしています。
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曽我梅林から富士山を望む

たいせつなみうあへ♡
にゅうがくおめでとう！！！いままでたくさ

ゆいちゃん。
卒園おめでとう！

んのこんなんをこえてくれてありがとね。
これからすばらしいであいたのしみがたくさ

今まで本当によく
がんばったね。

んまってるからね。

ニコニコする顔が

ずっとずっといっしょだよ☺☺

とても素敵です。
小学部に進んでも
沢山お友達と笑顔
ですごしましょ
う。

しゅうちゃんがママのところに産まれてきてくれて、早いものでもう 7 年になるんだね✨
産まれたときには病院の先生から何日とか言われていたけどそんなこと言われていたのも嘘
のようで 2 歳で入園した通園もあっというまに卒園✨
しゅうちゃんにとってどんな 4 年間だったかな❓
たくさんの抱えきれない宝物がぎっしりつまった 4 年間になった
かな❓
きっとしゅうちゃんにとって楽しいことばかりではなくつらいこ
ともたくさんあったと思うけどそこも頑張って少しずつクリアし
ていったしゅうちゃん
ママはとても誇らしく思うよ✨
これからまた小学校っていう新しいとこにいき楽しいことも辛い
こともまた出てくるかもしれないけどいつものしゅうちゃんの強
さと笑顔 ですごしていこうね✨
だいすきなしゅうちゃん
卒園おめでとう
長いようであっというまの 4 年間よく頑張りました
そしてママのところに産まれてきてくれてありがとう
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✨

良咲、卒業おめでとう☆
小学校生活はどうだったかな⁇
体調も安定した事もあって元気に通えたね！
少しお姉さんになって‥中学部でも、たくさんのス
テキな想い出を作ってね♡

ゆうちゃん 小学部卒業 おめでとう。
お母さんは、ゆうちゃんを育てていて
気持ちも体もとっても忙しいです。
あの日 悔しかったこと
あの日 辛かったこと
あの日 嬉しかったこと
あの日 歯を食いしばったこと
でも、きっとゆうちゃんも同じ気持ち
だったから、その時を一緒に乗り越えられたのだと思います。
これからも、
転んじゃったら一緒に起き上がろう。
壁や山があったら、一緒に登りましょうね。
そして、、
嬉しいときは一緒に喜び
辛いときには寄り添い続けてきてくれた萌のみなさん。
ほんとうに、ありがとうございます。
中学生になったゆうちゃんは、
母には見せぬ顔で、萌さん達との
コミュケーションを楽しむ事と思います。
これからも
どうぞ、宜しくお願いします。
岡村勇輝 母
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けいごへ
中学部は身体の変化の時期で、

孝介、中学部卒業おめでとう‼
高等部入学おめでとう‼

あっという間の 3 年間でしたね。
修学旅行も行けて、

中学生の 3 年間で
すっかり男らしく

思い出もたくさん幸せに過ごせたかな?
高等部でもいろいろな方に

なったね。
高校生になっても

かかわっていただき
楽しい事を見つけていけるといいね。

孝介らしく
マイペースで
楽しく過ごそうね！
伊東 孝介

父・母

れいこへ
だぶだぶの制服を慣れない手つきで…ワ

しゅんくん、卒業おめでとう❗
あっという間の３年間でしたね。小学部の時
とは違って、なんでも素直にさせてくれなくな
ったね。いちいち抵抗されて、カッとなり怒っ
てしまいました。ごめんなさい。
場面の切り替えが難しい時期もありました
が、今は「諦め」を覚えてくれて、次の活動

イシャツのボタンをしめて、スカートのフォ
ックがなかなか止まらなくて、イライラしな
がらベストのチャックして、毎日毎日一生
懸命着て…いつの間にか一人で着られ
るようになって…いつの間にか制服がぴ
ったりになって…眠くて行きたくないと言
っても、制服着るとスイッチが入り、行っ
て来ますとドアを開けて行くれいこが、日
に日にたくましくなって行き、学年が上が
るごとに先輩ということも経験して、しっか
りしなきゃという気持ちも芽生え、ただ、
れいこはみんなよりも理解する力がゆっく
りだから、ものすごく周りについて行く事
が大変だっただろうに、必死に、時には
泣きながら、がんばっている姿に何度も
何度も心の中で
『よくがんばっている、負けるなれいこ！』
と叫んでいました。
ほんとにほんとうによくがんばった中学校
生活でした。
高校へ行っても、ずーっと見てるからまた
がんばろうね！
中学校卒業、おめでとう㊗れいこ！

にすんなり入れるようになりました❗スッゴく
嬉しいです❗
なかなか外食が難しかったけど、この前、家
族で回転寿司に行けましたね❗フードコート
以外で食べたのずいぶん久しぶりだったね
❗嬉しかったね❗うどん完食したねー(笑)
萌さんの皆さんとの練習のおかげだね❗
ありがとうございます❤
新しいデイサービスに行きだした時も、食べ
る場面がすごく心配だったけど、回を重ねる
ごとに食べられるようになって、スッゴく成長
を感じました❗
お母さんも、しゅんくんやオリンピックの選手
を見て、何かに頑張りたくなりました❗
これから、いよいよ高等部ですが、ますます
の成長楽しみにしています‼
がんばれ‼がんばろー‼
母より✨

母より
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たいちへ
中学部卒業おめでとう。

渉、中学卒業おめでとう！
卒業前に大変なオペ入院頑張りまし

あっという間の 3 年間でしたね。元気に過ご
す事ができて、幸せな時間を過ごす事がで

た。偉かったね。
次はいよいよ高校生です。一緒に就

きましたね。
在宅生活を支えてくださっている皆さまへ

活頑張ろうね。

いつもありがとうございます。これからも充
実した日々を送る事ができますように、ご支

S ちゃんも卒業おめでとう。そちらの卒
業式はどんな感じだったかな？ずっと

援をよろしくお願いいたします。
小林たいち母

ずっと友達だよ。

玄樹くん、中学卒業おめでとう！中
学 3 年間で 20cm 20kg 増えて、とて
も大きくなりましたね。高校に入って
もがんばってね。
母より

優果 中学部卒業おめでとう！！
学生生活、残すところあと 3 年。充実した楽
しい学生生活が送れますように。
優果の‘‘元気‘‘は、家族のみんなの‘‘元
気‘‘です。
いつもサポートしてくださる皆さんに感謝の
気持ちを忘れずに頑張っていこう！！
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瑞生、卒業おめでとう。
学校は楽しく通えましたか？瑞生の幸せの為に本当に沢山の方々に協力して
頂きました。そしてこれからも沢山の方々にお世話になります。感謝をしな
がら生きていきましょうね。もう 18 歳、大人になるのですからね。
母より

凪彩、高校卒業おめでとう
気管切開をしていたけれど通学籍で、
12 年間自家用車での送迎で一緒に頑張
って通学したね。体調は不安定ながら
も、通所先となる施設に一人で送迎車で
出掛ける姿は誇らしいです。これからも
笑顔で楽しく過ごそうね。
母より
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ごあいさつ

萌の子供たち、そしてご家族の方と過ごした日々は、
大切な たからもの。
全ての出会いに感謝いたします。
こころから・・・
ありがとうございました。

横井明子 ３月末日退職

新人スタッフ紹介

はじめまして。
昨 年 12 月 からヘルパーとして萌 の仲 間 入 りをさせていただきました
神 戸 直 (ごうど なお)と申 します。
妊 娠 と出 産 を経 て、気 がつけば働 くのは 10 年 ぶりとなり、毎 回 ワク
ワクしながらお仕 事 させていただいています。お子 さまたちが楽 しい
時 間 を過 ごせるよう、またご家 族 には「ほっと一 息 」していただけるよ
うに精 一 杯 お手 伝 いさせていただきたいと思 います。
よろしくお願 いいたします。
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お知らせ
会員一覧（平成 30 年 3 月 20 日現在

平成３０年度会員募集

平成29 年度会費納入
正会員
赤津あすか 石津道代 小笠原 瞭 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 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 西村恵子 疋田久子 古内由美子
松谷由紀子 溝田涼子 森 桂子 栁沼智江
山口あすか 横井明子 若林真理

平成３０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 朝比奈和子 有田 豊 粟野颯太
石館美弥子 伊東孝之 茨木卓哉 上村風歌
越中ミユキ 大室寛子 オーウェンアナベル
岡部香織 岡村知明 小野実柚 角田直子
加藤芳明
菊谷秀子
北原朱理
國貞 郁
倉島雄太郎 栗原静香 小林兼光・歩 小林正幸
小島真理子 今 慶之 佐藤加恵 猿渡純一郎
三野梨緒 新屋恵子 鈴木妙佳子 高橋 優
土屋雄聖 手塚由紀 富井正治 留野泰心
中畝治子・常雄
仲岡樹弥
中川深月
中村裕之・真菜 中山玄樹 浪口智子 沼田真一
秦 智美 橋本岳志 福田友佑 藤本志のぶ
藤原由依 古川 悟 古澤光琉 本田 豊
牧野匠子
牧野智晴
松村郁子 松本洋介
森本遙香
谷戸美佐 山岸 香
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
寄付
朝比奈和子 北本康二郎 久保田国栄 國貞 郁
佐 治 金 次郎 菅 沼 亮一 田 中 奈緒子 辻 本光幸
仲岡樹弥 中川深月 長岡政好 早川好子
廣瀬かおる 藤原由依 松本洋介 山本重幸

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

敬称略順不同）

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３０年５月２８日（月）９：３０～
会場：萌事務所
毎年恒例の講演会につきましては、決まりまし
たらご案内します。６月ころを予定していま
す。よろしくお願いいたします。
ついーと

ついに花粉症デビ ューか

も しれません ・・頑張りま

す。 （
楠 原）

出会 いと別れ の季節。「一

期 一会」この春萌を卒業 し

ます 。 （
横井 ）

横井さんと 一緒 に訪問し

た時間は宝物 です。（
高橋 ）

萌 の事務所 のそば の公園、

桜が と てもきれ いです。お

花 見が した いですね～桜

の次は新緑 の季節。わくわ

く しますね！ （平）

３月退職者
介護士
横井明子さん
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新しいところで新
しいスタートを切
る皆様へエールを
込めて万雷の拍手
を贈ります！

