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お手伝いします

わが子の自立？！

中 畝 治 子

私の長男祥太が１７歳で亡くなった時、一緒に助け合いながら子育てをしてきた友人が、追悼文
集「祥太といた時間」を作ってくれました。祥太に関わった多くの方々が暖かい文章を寄せて下さ
いました。その文集に私は「2020 年ごろの中畝祥太氏の自立生活」という文章を書きました。書い
たのは 2002 年だったので、2020 年はずっと先のことと考えていましたが、何ともう来年ではありま
せんか！祥太が学齢期を終える時期になっていて、この頃は『重心の人達の自立って何?!』と真
剣に考え続けていました。それで、追悼文集にこれまで考えてきた祥太にとっての理想的な自立
のイメージを書いておこうと思いました。
2020 年を目の前にした今、現状は私の理想に近づいているのでしょうか?! 願った方向に近づ
いているのは確かですが、実現までにはまだまだ様々なハードルがあります。
つい先日、横浜重心グループ連絡会ぱざぱネット主催の『こども医療センター等の小児科卒業
後の医療問題』の学習会に参加しました。近年小児科からの移行期や卒業後の医療についての
困難や不安が大きな問題になっています。この問題については国にも動きがあり、神奈川県は実
態調査を始め、横浜市でも医ケア児の支援について四つの局の協働の下で重要な課題として検
討している、という報告がありました。この高いハードルを越えるには、まだまだ様々な制度の整備
と努力や工夫が必要です。これからもひとつひとつ様々なハードルを越えていかなければなりま
せん。
ところで、皆さんはお子さんの自立について、どの様なイメージがあるでしょうか？まだそんな先
のことは考えられない、と思われるかもしれません。私は、子ども達の幸せな未来のイメージを持つ
ことは大切なことではないかと思います。実際、以前は重心の人のグループホームなんて冗談で
しょ‼と言われていましたが、現在はちゃんと実現しています。真剣に求めれば少しずつですが実
現していくのです。何より大切なのは、私達が子ども達の理想の自立生活をイメージし、それに向
かって諦めないで声を挙げていくこと、求めていくことです。そして子ども達の幸せを切実に願う親
御さんの声にこそ、最も社会を動かす力があるのです。
まずは皆さんの近くにいる萌のスタッフに
夢を語って下さい。語り合って下さい。
私達も皆さんの声が多くの方に届く様、
共に考え努力していきたいと思います。
『2020 年ごろの中畝祥太氏の自立生活』は
【ひげのおばさん子育て日記】にも収録されています。
この本は、ご希望があれば進呈いたします。
是非読んで頂けたら嬉しいです.
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特集

計画相談

学校に行きたいけど、
ペーパードライバー
だし、足がないなぁ
この子の将来が不安で
いっぱい…。

兄弟児のフォロー
も考えたい

いったい誰に何から相談
していけばいいんだろう

訪問看護、居宅介護など、
他事業所を使っているの
で、誰か連絡調整してく
れないかな～

相談支援って
何だろう

身体が大きくなっ
てきて、色々な入浴
方法を相談したい

障害のある方やご家族から、生活等に関して困ったこと、
悩んでいること等をご相談頂き、よりよい地域生活を
送るためにどうしたらよいかを一緒に考え、
関係機関との連絡調整をしながら、計画的に
サポートします♪
もちろん秘密は厳守いたします！
まずは相談支援事業所で相談しましょう！
まだ相談支援事業所が決まっていない方は
区役所へ行き、利用できる事業所を相談し
てみましょう。

サービスを利用・相談
したいと思ったら・・・

①区役所で申請

③サービス利用計画作成のため、
相談支援専門員が聞き取り

②事業所との契約

相談支援専門員
は途中で変える
こともできます

計画の見直し
もできます

家族が急な入院に
なってしまった。
我が子をみてくれ
るところがない！

定期的な利用
状況の確認を
します

④個別支援会議の開催とサービス計画案の作成
⑤サービスが決まり、受給者証が届きます

⑦サービス計画の実施
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⑥サービス担当者会議
で同意が得られる

利用者さまの声
＊萌以外の相談支援事業所を
ご利用中の方の声も含みます

いつから計画相談を
始めましたか？
・年長
・小２、小３、小５
・中３
・高等部 ・卒後

きっかけは？
・広報誌の掲載を見て。
・往診医・通所先の勧め。
・学校での説明会（中３
時）の資料から近所の
事業所を選んだ。
・横浜市からの通達。
・下の子の出産時。

計画相談してみて良かったことは？
・全体像がみえたこと。
・共通理解ができたこと。
・困ったときに相談できる人がいるという
安心感を得た。
・カンファレンスを主催してくれる。
・関係機関の調整。
・直接事業者に言いづらいことを伝えてく
れたり、交渉してくれた。
・送迎やタクシー利用について紹介しても
らった。
・いくつかのステーションを利用している
ので、緊急時など全てのステーションに
連絡をとってもらえる。
・区役所への手続きの代行。
・知らない制度を教えてもらった。
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相談は
無料です☆

２０１９年 3 月から萌での相談支援事業が始まりました。
相談支援専門員の平が、皆さんの「あんなことしたい！」
を実現するためのお手伝いをします。
萌が今まで培ってきた訪問看護、障がい福祉サービスでの
経験を活かした相談支援をしていきたいと思っています！
現在、相談支援専門員は 1 人のため、
西区在住の方から始めております。
どうぞ宜しくお願いいたします♪

どんなことを相談しましたか？
・入浴のこと。特に訪問入浴は利用した
ことが無くて心配だった。
・送迎、通院介助、登校支援（タクシー
の利用）について。
・就学について。
・生活全般のこと。
・今後の子どもの生活や利用施設（通所
先等）での過ごし方
・サービスの調整
・ヘルパーステーション間の調整や連絡。
・引越し時の訪看ステーションの引継ぎ。

今後、期待すること。
・病院移行問題について。
・当事者の声を色んな関係機関に届けてもら
いたい。
・制度を変えるきっかけや発信について共に
考えて欲しい。
・医療と福祉の違いをよく理解した上でのア
ドバイスが欲しい。
・医療ケア等を十分把握した上でのサービス
提案や計画作成。
・卒後の通所についての調整。
・前もって将来に必要な情報を提供してほし
い（成人に向けて）。
・福祉タクシーを探す、予約等の調整。
その他ご意見
・相談はお早めに

冬の大井競馬場に出かけてみませんか？
関東最大級といわれる
幻想的なイルミネーションの中を
お散歩♪
バギーや車椅子でも
十分な広さで楽しめますよ☆
（防寒対策お忘れなく。）
◆住所
東京都品川区勝島 2-1-2
◆料金
当日券(税込) 大人(18 歳以上)1000 円、小人
(小・中・高校生)500 円、未就学児無料。前売券
販売あり。障がい者割引あり。
◆交通アクセス
【電車】東京モノレール大井競馬場前駅から徒
歩 2 分、京浜急行立会川駅から徒歩 12 分
【車】
首都高速道路湾岸線大井南 IC から約 5 分、
首都高速道路 1 号羽田線平和島 IC から約 5 分

今回はこの冬を少しでも快適に過ごせ
るよう、冷えに効くツボ、そして体を温
める簡単薬膳レシピをご紹介します♪

首、手首、足首を
温めましょう

・ネックウォーマー
(手ぬぐいやタオルを巻
いても OK！)
・足首、くるぶしウォーマー
・手首ウォ－マー・腹巻

Check it out!!
まぜるだけで完成！
☆アジアン風ドレッシング
ニンニクすりおろし（1 片）・ラー油
（少々）・砂糖（大さじ 3）・ナンプラ
ー、ごま油（各大さじ 2）・レモン汁（大
さじ）・こしょう（適宜）
温野菜や白身魚、豆腐にかけて♪
☆香味和風ソース
ニラみじん切り（2 本）・長ネギみじん
切り（3cm）・ニンニク、しょうがとも
にみじん切り（各 1 片）・ごま油（大さ
じ 5）・砂糖（大さじ 1）・しょうゆ、
酢（各大さじ 2）
つけだれにも使える♪
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参考資料
ウェザーニュース https://weathernews.jp/s/topics/201811/300035/、せんね
ん灸 https://www.sennenq.co.jp/solarterm/%e7%ab%8b%e5%86%ac-3/、リ
ビング札幌 by オントナ https://mrs.living.jp/sapporo/a_feature/article/2866706

新しいスタッフを
紹介します

ONE
TEAM☆

渡部多鶴さん（Ns）。
たくさんの経験と、
後○ナースのマル秘
情報をもっている！！

森田和子さん。
萌を支えてくだ
さる事務員さん
です！！

☆Baby

BOY!!!☆

2019.7.22
Ns 髙林に
赤ちゃん誕生。
おめでとう
ございます。
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お知らせ
令和元年度会員募集
令和元年度の会員を募集しています。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 10,000 円
郵便局振込口座記号番号
原則として誰でも入会できます

00230－5－111338

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

加入者名：

年会費 10,000 円

ＮＰＯ法人レスパイト･

会の活動に賛同、利用する個人または団体

◆賛助会員Ｂ

ケアサービス萌

年会費 3,000 円

会の活動に賛同、利用する個人または団体

年末年始のご挨拶
今年も多くのみなさまにご協力いただき、萌の活動ができました。ご利用
者様、会員の皆様、関係機関の方々、ありがとうございました。また来る
新しい年も皆様にとりまして、よい年でありますようお祈り申し上げます。
なお 12 月 28 日～1 月 5 日は事務所を閉めさせていただきます。ご不便
をおかけしますが、どうぞ宜しくお願い致します。その間、何かございま
したら、管理者の携帯までご連絡ください。
管理者 関水・平

フェイスブック更新中です！

スタッフ募集

ＱＲコードからも萌のＨＰチェック
できます♪
イイね

看護師、ヘルパー、リハビリスタッフ、
相談支援専門員を募集しています！
ご興味ある方、ご連絡お待ちしています。
働き方柔軟に対応します♪
採用担当者：関水、平

電話：045-231-1681

；ｐ；ｐ

起きてすぐ肩をほぐす体操始
めました。快調！ 後藤

お鍋が美味しい・楽しい季節で
すね食べ過ぎ注意！もり

つい～と

寒い冬もお肉食べて頑
張ります！下河辺

この冬のテーマ「保湿！」心
も体も潤い補給！💛💛柳沼

窓からの温かい日差しに眠
くなる今日この頃…。 楠原

「萌」
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