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今年は冬と春が行ったり来たり、日替わりの陽気に惑わされました。それでも桜の花は咲
き春がやってきました｡
まず始めに、たいへん悲しいお知らせがあります。昨年まで代表理事を務めて下さった
北村千賀さんが 3 月 3 日天に召されました。前の週に萌のスタッフと病院にお見舞いに伺
ったのが、お会いできた最後の日となってしまいました。
北村さんから突然お電話を頂いたのは昨年の 1 月でした。私を萌の代表理事に、との予
期せぬご依頼にびっくりしました。そのような大役はとても無理ですと、お断りするつも
りでした。でも、私は以前から北村さんとゆっくりお話ししたいと思っており、お会いし
て丁寧にお断りしようと考え、当初より活動されていたベテラン看護師さんと一緒にご自
宅をお訪ねしました。
萌でのお仕事は勿論のこと、それ以外にも弱い者に対する愛に裏打ちされた多くの活動
をされてきた事など、北村さんから様々なお話を伺う事ができました。想像していたより
もっともっと素敵な方でした。そんな北村さんに一歩でも近付きたい思いに駆られ、又私
のような者でも大丈夫!と励まされ、この大役をお引き受けする事になりました。その日の
北村さんはとてもお元気で、これからもずっと後方から私を支えて下さると思っていまし
た。
最後にお会いした日、体調のすぐれない中とても明るくお話をして下さいました。萌の
ボランティア時代に関わりのあったお子さんやご家族の事、その後の成長したお子さんと
の交流をとても幸せな体験としてお話しして下さいました。北村さんは萌がボランティア
活動として始まった当初から、その後ＮＰＯ法人となり現在に至るまで 24 年間に渡り、萌
のためにご尽力下さいました。
ＮＰＯ法人 10 周年の記念誌に北村さんが書かれた文章の一節です。
「萌の活動が発展的に歩むことができたのは、何より周りの人々に
委ね切って生きている子どもたちのかけがえのない存在です。
この子たちの生きる姿は、私たちに人として生きる姿の原点を見せて
くれていると思います。『萌』の活動はそうした子どもたちと出会い、
看護師やヘルパーがそれぞれの個性と知恵を出し、学びながら利用者
ご家族と共に生きて行く事業であると思います。」
ここに北村さんがずっと持ち続けてきた思いが凝縮されていると感
じます。この志を引き継いでこれからも頼もしいスタッフと、利用者
の皆さんと共に生きて行く事業でありたい、と思っています。
そして天国から北村さんが見守って下さるに違いありません。
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勉強会のご報告
2020 年 1 月 25 日

「病児の遊びとおもちゃ」
難病のこども支援全国ネットワーク
おもちゃコンサルタント
荻須 洋子 先生
今回の勉強会は、「訪問の中で活かせる、こどもた
ちの成長発達を促せるような遊びや関わりを知りたい」
というスタッフの多くの意見を参考に企画致しました。
講師の荻須先生は、認定 NPO 難病のこども支援全国ネットワークにご勤務され、プレ
イリーダーの養成や活動助成をされている傍ら、病気や障害のある子どもたちに遊びを
届けてくれるおもちゃコンサルタントとしても日々ご活躍されています。
勉強会の前半は講義形式で、「こどもにとってなぜ遊びが大切なのか」「どんな遊びで
楽しめるのか」「病気があってもなくてもこどもには遊びが大事」「こどもは遊びの中で
成長する」「遊ぶちから＝生きるちから」など、具体的な遊びやおもちゃの事例も交えな
がらご講話いただきました。私たちスタッフにとっても、「ガツン」と心に響く内容のお
話でした。
後半では、身近な材料で実際におもちゃを作ってみよう！ということで、楽しいおもち
ゃの作り方を教わりました。参加者全員が作ったおもちゃで童心にかえり、夢中になって
遊び、驚きや笑いが絶えない和やかな雰囲気となりました。日々の訪問の中でも、ご利用
者様のお宅で「遊び」を楽しんでいきたいと感じました。

～ころころ人形～
ペットボトルの蓋 2 個の中にビー玉を忍ばせて
張り合わせ…フェルトで飾り付けすれば可愛い
人形の出来上がり！坂道をどんどん転がるよ。
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ふぅ～っ

ポンｯ！

息を吹くおもちゃ
⇒リラックス・
気持ちが楽に♡

息を吹くと、ビニールの周りに結んだ
ティッシュが切れて音が鳴るよ♪

アルミホイルとビー玉で…
まゆ玉転がし

紙コップとストロー、ビニール袋で簡単！
コップの中から人形が飛び出すおもちゃ♪

遊びの中で
親もほっとする時間を♡
⇓
リフレッシュ
⇓
療養生活に立ちむかう力を！

ころころ人形を転がすよ～！

反応・状況
⇓
共有

遊びながらできるようになる
⇓
自信が生まれる（自己肯定感）

刺激を与える⇒
反応が表れる⇒
反応にこたえる

良い自分をイメージする⇒
良い自己概念につながる⇒

ラインストーンシールと
厚紙の簡単こま

QOL＝「いのちの輝き」がさらに高まる！

一緒に
楽しい時間を
過ごす！

参加者の声
・身近な材料でこんなに楽しいおもちゃが作れるなんて、目からウロコでした
（利用者様）
・今まではおもちゃは子供の気を紛らわせるために遊ばせていたけど、
お話をしたり一緒に遊ぶことが大事なんだということが学べたので、
あれからなるべく一緒に遊ぶ時間をとって、子供とコミュニケーション
取るようにしています。遊ぶおもちゃも簡単な材料で作れて、子供たちも
嬉しそうに遊んでいて、親達も子供達も楽しく学べた時間を過ごせました。
（利用者様）
・こどもと参加しました。材料は身近なもので作り方も簡単で、単純なおもちゃ
だけど、ワクワクがあって楽しかったです。（スタッフ）
・『謎？の銀玉ころがし、大人もこどもも大喜びでした。遊びは楽しいですね。』
（スタッフ）
・身近な物で楽しいおもちゃが作れると感心しました。動くおもちゃは訪問の時に
作ってみたいです。（スタッフ）
・身近なものを使って簡単にできるおもちゃをたくさん教えていただいたので、
おもちゃを使ってより楽しい訪問の時間にしたいと思いました。（スタッフ）
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ちーちゃんへ
卒園おめでとう。
そして小学校入学おめでとう！
あんなに小さかったちーちゃんも
もう小学生だね。学校生活楽しみだね。
ちーちゃんにとってピカピカのランドセルは
とても大きくて、背負って学校まで
たどり着けるかな。
これからもいっぱい遊ぼうね。

じゅん★
卒園＆入学おめでとう！！
通園では楽しい思い出とお友達が
たくさんできたね！
4 月からは学校が始まるけど、
無理しすぎず頑張りましょう(＾o＾)
じゅん大好きだよ！！

小学部
ご入学おめでとうございます！

大好きなゆーたんへ
１歳で保育園に入園し、今年３月に無事に卒園します。
４月からはピカピカの１年生。
新しい生活が始まりますが、５年間元気に保育園に通えたこと、
大好きな保育園の先生、お友達のこと、悠もママも一生忘れな
いと思います。
あなたは生まれた時から周りの人に恵まれ、たくさんの人達に支
えられて今があります。
４月からはまた新しい生活が始まるけれど、ママは何の心配もし
ていません。あなたの笑顔は、親も、兄妹も、周りの人達みんなを
幸せにしてくれるから。ずっとずっと、その笑顔を忘れずに・・・。
これから小学校生活を一緒に楽しもうね。
悠のママより。

中学部
ご入学おめでとうございます！
とんちゃん、小学部卒業おめでとう！
たくさんの事があったけど、卒業という節目を迎える
事ができて本当に嬉しいです。
萌さんを始め多くの新しい出会いがあり、
その方々が支えてくれたおかげで、新たな経験を
積む事ができましたね。
中学部ではまだまだ挑戦することがたくさんあると
思います。一歩一歩前向きに家族で一緒に
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頑張っていきましょう。

空良へ
空良が生まれた時、こんなことができ
たらいいな、と思って書いたノートを
たまたま見つけました。
「一緒に動物園に行く」
「一緒に水族館へ行く」
「一緒に美術館へ行く」
とても難しいと思って書いたことも、
全部実現していました。
どんなことがあっても、大好きなことを
やり遂げる力を持つ空良に、一人の
人間としてとても尊敬の念を感じてい
ます。空良の描く絵が好きです。
空良の描く音符が好きです。
空良の歌う歌が好きです。
小学生になってからも、パパとママ、
そしてみんなを驚かせてください。
萌の皆さん、空良を、そして、私たち
家族を支えてくださり、
本当にありがとうございます。
今後もよろしくお願いいたします。

卒業・入学おめでとう！！
ずっと元気でいてくれてありがとう！
これからも元気いっぱい生きてこうね！
ともちゃん大好きだよ😍😍 真希お姉ちゃんより

深月へ
中学部卒業おめでとう！
入院することも多々ありましたが、
いつもよく頑張ってくれました。
思春期女子ならではの？！様々な表情や成長
を日々みせてくれましたね。
深月と過ごす日々は、とても幸せな時間です。
ありがとう。4 月からは高校生ですね。これから
も深月の好きなこと、楽しいこと、沢山みつけて
大笑いしましょう。
深月 父・母より

智也くん、中学卒業・高校入学おめでとう。
あっという間の 3 年間でしたが、いろんなことが
できるようになったね。滑り台が滑れるようにな
ったり、サインの数が増えていろんなお話ができ
るようになったり、最近では電話ごっこが楽しめ
るようになったよね。高校生になってもこの調子
で元気にたくましく大きくなってね。
お父さん・お母さんより

姫奈ちゃん中学卒業、そして高校入学おめでとう！！
赤ちゃんの頃は姫奈ちゃんの将来が全く想像できません
でしたが、今こうして高校生になる姫奈ちゃんと
一緒に過ごせる毎日をとても幸せに思っています。
小さくて抱っこ抱っこの姫奈ちゃんがすっかりお姉さんに
なりましたね♡こうして毎日元気でいられるのも小さな
頃から支えてくださった萌の皆さんの存在がとても大き
かったと思います。あらためて、ありがとうございます♡
姫奈ちゃん女子高生を思いっきり楽しんでね♫ 母より

颯へ
中学部卒業 おめでとう。颯にとっても
家族にとっても濃い 3 年間でしたね。
小学部より学校に出席出来る日数も増えました。
楓がお腹に入ってからは、萌さんをはじめ私達家
族を支えて助けて下さる人も増え、産まれる時は
6 週間子供医療に入り、その間金沢養護から南養
護に転校もして違う先生達といい経験をさせても
らいました。いつもうるさい妹や弟をベットから優
しく見ていて、お父さんとお母さんを癒してくれる
そんな颯にいつも感謝しています。
高等部にいっても今と変わらず、マイペースに
穏やかに過ごして行こうね。
2020 年 3 月 父 母より
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りんちゃん中学卒業おめでとう！！
そして４月からは高校生ですね✨
本当にあっという間に過ぎてしまった
けど、心も身体も大きく成長した
三年間でもありました。
まさかの反抗期があるとは思わず(笑)
これからも沢山食べて沢山笑って
楽しい高校生活を enjoy してね☆
母より

高等部
ご入学おめでとう
ございます！

高等部
ご卒業おめでとうございます！
社会人おめでとうございます！

学校に入学した頃は体力が無く、週一学校を
休んで萌の訪問看護をお願いし、体調維持に
努めました。小３から毎日通うようになり、
今では歩行器で校内を歩き回り、元気一杯。
高校に入ってからはお休みゼロ。
とても逞しくなりました。
放デイに行き始めてから萌に
依頼する機会が減りましたが、
大変だった時期を
乗り越えられたのは
萌のお陰です。
心から感謝しております。
ありがとうございました。
最後に…。
高等部卒業おめでとう！
これからも元気に頑張ってね！

12 年間通った保土ヶ谷養護学校を卒業し
ます。18 年間よく生きてよく頑張ったと
褒めたいです。
萌さんのサポートに助けられ、みどりも充
実した日々を送る事が出来て感謝の思い
でいっぱいです。
下の子にも手がかかり十分に見てあげる
事が出来ませんでしたが、この状況は変
わらないので、今後ともそれぞれの子供に
無理のない範囲で関わっていこうと思って
います。
親子共々お付き合いくださり
ありがとうございました。 M.I&A.I

「あっという間に高等部卒業ですね。色んな人に
言われるけど、私たちは昔から仲良しな姉弟で、
(姉の一方的な片想い的なところはあるけど)。
ありがとう
小さい頃は私が手を引いて歩いていたけれど、
最近では、たいちの行きたいところに付いていく
ようになりました。好奇心旺盛で怖いもの知ら
ず、成長の嬉しさと同時に脱走の怖さが頭をよ
ぎるけど、これからもそんな頼もしい弟でいてく
れたらなと思ってるよ！
大好きな弟へ 卒業おめでとう。」
姉・坪山朱莉
優へ
高等部卒業おめでとう。
いよいよ、この日が来てしまいましたね。
12 年間、本当によく頑張りました。
楽しかった事、大変だった事、今となっては
どれも良い思い出ですね。
体調を崩す度に、ドキドキ.ヒヤヒヤの連続でしたが、
いつも萌さんが家族のように温かく寄り添ってくれて、
とても心強い存在でした。
萌さんのスタッフの方々には、感謝の気持ちで
いっぱいです。本当にありがとうございました。
４月からは、新しい生活がスタートします。
これからも、感謝の気持ちを忘れずに、
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共に歩んで行きましょう。
母より

療育センターを卒園して養護学校入学から１２年。
長かった様な、あっという間だった様な。本当に色々な思い出
が宝物になりました。嬉しさと楽しさと戸惑いが入り混じった
経験は、きっとあらゆる壁を乗り越える力になったと思いま
す。いくつもの想定外の出来事に心が折れる事もあったけど、
先生や周りの方々の温かい励ましに支えられ、
ここまで来られたと思います。
これから社会に出る貴方は安全な金魚鉢から大きな池に放り
出されたメダカの様です。いつのまにか、少しずつ大人に成長
しているはずだけど、それでもお母さんにとっては、小さな
あぶなっかしい、イタズラ坊主のままです。これからもみんな
から可愛がられるような素直な心を持ち続けて
一歩ずつ歩んで行って欲しいと願います。
いつもいつまでも応援しているからね♡
瀬谷養護学校卒 田沼輝彦 母

卒業という言葉を聞いて心を埋め尽くすのは生まれた時のこと。
手のひらサイズで生を受けた娘、手術と感染の繰り返し。未来なんてなかった。
暗く出口の見えないトンネルの中にいた娘。その娘が制服を着て、学校に毎日
元気に通いました。高校三年生卒業です。
おしゃべりが大好き。家族が大好き。先生が大好き。萌が大好き。マンマミーアの
映画と音楽が大好き。未来なんてないと思っていたのは母だけ。娘は生を受けた
時から未来だけを見ていた。どれだけ多くの人から愛を受けてきたのだろう。
家族だけでは乗り越えることのできなかった日々を萌はいつも支えてくれました。
何よりもありがたく大切な関わりでした。感謝です。
家族の願いは昔も今もこれからも娘の笑顔。小さなこどもだった娘が私に「私はも
う大きいよ」と「ママおかしいんじゃない。」とはじけた笑顔でいう娘が眩しかった。
卒業します。アナベルに幸多きことを。 アナベル母

スタッフより
ご 挨 拶
このたび一身上の都合により令和元年 12 月 31 日をもちまして退職いたしました。
本来なら訪問先のご利用者様、ご家族様に直接お会いして、今まで暖かい目で見守
っていただいた感謝をお伝えしたかったのですが、それが出来ず心残りでした。
この紙面をお借りしてお伝えさせていただきます。16 年間というと長いようでし
たが、今思えばはじめての体験に夢中で時が過ぎたという感じです。訪問中は短い
時間でしたが、ホッと一息のお手伝いをさせていただけたらと思いながら過ごして
いました。想い出もつきません。今お子さまを思いながら、ご家族様に笑顔が
溢れることがいっぱいあるように願っております。これからは"萌"の応援団📣📣の
一人として進んでいきたいと思います。ありがとうございました！ 松谷由紀子

入職

退職

1 月から看護師として、仲間入りさせていただきました。小児看護にずっ
と関わり、偶然が重なり萌に出会いました。
子ども達の笑顔と優しさにふれられる毎日が
癒しと楽しみです。
まだまだ慣れないことも多く、ご家族様にも
ご迷惑をおかけすることも多い日々ですが、
よろしくお願いいたします。
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桑嶋哲子

お知らせ
お知らせ
会員一覧（令和 2 年 3 月 24 日現在 敬称略）
令和元年度(平成 31 年度)会費納入
正会員：沖田康子 北村千賀 杉浦永眞 丸本百合子 横井明子
赤津あすか 石津道代 沖田亜希恵 楠原陽子 桑嶋哲子 桑原美佳
神戸直 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 髙林祐加 中畝治子 中澤徳子 長﨑由起 西村惠子
林智子 疋田久子 古内由美子 松尾大地 松谷由紀子 溝田涼子
三塚由香利 森桂子 森田和子 栁沼智江 若林麻里 渡部多鶴
賛助会員：アダム由香利 井上康子 江口英子 越中ミユキ 大室寛子
奥田典子 菊谷秀子 木多香 小島真理子 宍戸幽香里 篠原真紀子 田坂裕子
田中弘美 土屋雄聖 長島恵 橋本岳志 廣瀬かおる 福田友佑
藤本志のぶ 牧野匠子 松村郁子 三宅捷太 谷戸美佐 山岸香 山口礼子
赤荻 剛 有田 豊 池上颯 伊東孝介 上村風歌 岡村勇輝 オーウェン春叔
小野実柚 角田直子 加藤芳明 國貞 郁 倉島雄太郎 小林兼光(歩)
小林恵理 小林正幸 後藤幸弘 今七海 金野幸雄 齊藤明順 佐野仁美
猿渡純一郎 沢村めぐみ 三野克久 新屋勇樹 鈴木妙佳子 高橋優 坪山太智
手塚由紀 泊やよい 長尾多恵子 中川深月 中村裕之(真菜) 中山茂樹
浪口智子 POPELYUK YULIA 沼田真一 藤原由依 古川悟 古澤光琉
堀川則孝 牧野智晴 松本洋介 森本遥香 山口あすか 山西隆史 打越雅洋
押田会計事務所 ＮＰＯ法人西区地域活動ホーム (有)しぇあーど 李国本修慈
横浜重心グループ連絡会 ぱざぱネット 北原朱理 布川秀樹
寄付：赤塚鈴代 安部眞理子 奥田典子 北本康二郎 久保田国栄
國貞 郁 小島真理子 児玉直子 後藤幸弘 雀部邦子 佐治金次郎 佐藤道子
菅沼亮一 辻本光幸 手塚由紀 中川深月 長島恵 沼田真一 早川好子
三宅捷太 山口礼子 山本重幸 打越雅洋 (有)しぇあーど 李国本修慈
みんなのおつかい 代表 尾鍋正子 東洋英和女学院小学部母の会

令和 2 年度会員募集
～総会のお知らせ～

令和 2 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。

2020 年 5 月 25 日(月)
10:00～ 会場：萌事務所

◆正会員

～入退職者のお知らせ～
3 月退職：Ns 沖田 亜希恵
4 月入職：Ns 波戸 真
PT 藤井 優子
ヘルパー 岡田 裕子

年会費

10,000 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 10,000 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

3,000 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

スタッフ募集
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

★☆★ ついーと ★☆★

春です‼

イイね

フェイスブック更新中です！

新しい扉を開けて
新しい春を楽しみましょう
《 ☆ 楠原・後藤・下河辺・森・栁沼 ☆ 》

「萌」
No.53 2020.4
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 中畝 治子
〒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
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ご家族のほっと一息
お手伝いします

