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ス タ ッ フ 自 慢

中 畝 治 子

2020 年は日本にとって世界にとって、予想もできない年になりました。コロナは、人間たちが右
往左往するのを楽しむかのように、まだまだ終息しそうにありません。そんな中で、萌のスタッフ
は頑張ってくれています。今回はちょっと萌のスタッフ自慢をさせて下さい。
以前からスタッフ間で、訪問するだけでなくそれ以外にも何かもっと楽しい事を利用者様、ご家
族様に提供できないか、と考えて来ました。お子さんたちの魅力を多くの人に知ってもらい、仲間
や応援してくれる人を増やしたい、きょうだいも一緒に楽しみたい、利用者同士の繋がりもできる
と嬉しいな、等々です。そんな萌が、幸せな事に『東急こども応援プログラム』の助成金を頂き願
いを少しづつ実現できることになりました。
第一回萌カフェ『フライングプラネタリウム』、第二回萌カフェ『ハロウィンファッションショ
ー』を催すことができました。拠点会場には密を避ける為に数家族だけ来て頂き、他はご家庭への
Zoom 配信で参加してもらいました。会場はそれぞれ『多機能型拠点郷』さん、『キャマラードみど
りの家』さんが快く貸して下さいました。これはこれまでの長期に渡る活動への信頼の賜物だと新
米代表は感じています。
この活動の中心になる萌カフェスタッフは勿論、他のスタッフも様々な形で応援や協力をしてく
れました。プレゼント用の工作担当の私の周りはクラフト・コーナーと化し、気付けば事務の方々
が総出で手伝ってくれました。訪問の合間の短い時間も無駄にしません。訪問先にグッズを届ける
手配とお届けなど、直前の週は事務所は萌カフェ一色になってしまいます。時間が許さず参加でき
ないスタッフも、心を寄せてくれているのが伝わってきます。忙しい中、こんなに積極的にしかも
楽しんで活動できる萌スタッフは私の自慢です。
毎回、中々十分な準備が出来ぬまま本番に突入です。ハラハラドキドキ様々なハプニングもあり
ました。でも終了後、ご家庭に盛りあげ隊として訪問していたスタッフからも、会場のスタッフか
らも様々な嬉しい報告がありました。
『〇〇ちゃん笑いが止まらなかった！』『きょうだいがとても
楽しんでいた！』等々どんなに小さなエピソードでも貴重で嬉しく
て、それがスタッフの喜びとなりエネルギーとなるのです。
参加して下さった利用者様、皆さま、有難うございました！！
現在第三回萌カフェに向けての準備中です。皆さんに楽しんで頂け
る事を願っています。そして私のスタッフ自慢はこれからも続き
ます。
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【萌カフェとは？】
東急こども応援プログラムで頂いた助成金を用い、在宅療養する医療的ケアの必要なお子
さんや障がいのあるお子さんに、子どもとして大切な「遊び」の支援を行う活動です。医
療や保育、介護スタッフが常駐する場で、その子どもばかりでなく、きょうだい児にも、
親と共に安心して遊ぶことのできる機会を地域の中につくり出します。そして地域との交
流機会をもち、社会的な理解促進につなげることを目標としています。
いつも子どもたちを中心として、楽しい！を実現する場所です。いろいろなことを、いろ
いろな方々の力を借りながら、楽しく活動していき、多くのつながりを作りたい！と思っ
て活動をしています。
現在までに 2 回開催しました（全 6 回予定）。本来ならば、子どもたちと一堂に会し、ス
タッフ以外の方と出会ったり、みんなで賑やかな楽しい時間を過ごしたいところでしたが、
このコロナ禍の今、ソーシャルディスタンスを保ちながらの活動が必須条件になってしま
ったため、オンライン（zoom）での活動を実施しました。

【9 月 6 日

会場

多機能型拠点郷にて】

利用者さんが、
シールをデザイン
してくれました♪

手作りバスケットに
お菓子を詰めてお配り
しました。

参加したこどもたちは自分の
星座の時に名前を呼んでもらっ
たり、事前に提供していただい
た写真を使って、宇宙旅行を楽
しんだりしました。
「一般社団法人 星つむ
ぎの村」さんのご協力の
もと、星空をライブ配信で
届けてもらいました。

【10 月 25 日
会場 多機能型拠点

みどりの家】

参加者皆さま
に仮装のお願
いをして、秋の
ひと時を楽し
みました。

萌カフェ クリスマス音楽会を行います♪今回は動画配信でイベ
ントを行います。参加ご希望されたお子様たちのハンドベル演奏、
萌スタッフの歌、ハンドベル演奏、
動画の QR
昭和音楽大学音楽療法コースの学生さん
コードは
の演奏をお楽しみ下さい!
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こちら→
（動画配信期間 12/19～12/25）

いち、に
いち、に

楽しい！気持ちいい！
（by PT 藤井）
がモットーの
萌の PT の時間を
ご紹介します★

PT が
楽しみな
僕！
マジックハンドで
呼吸も楽～に！
成長発達に重要な、
“遊びの工夫“も凄い
んです！
みんなの笑顔いっぱい
の時間です❤

僕たちの
ベスト
ポジション！

★PT 藤井による、スタッフのボディチェック★
バキバキの背中、ガチガチの肩まわり・・・（泣）
イタタタ・・・（涙）カンファレンスの合間には
皆でヨガタイム！！みんなマジです！（笑）。
スタッフの身体も気にしてくれる、頼りになる
萌の PT です～❤
日々の介護を頑張っておられる親御さんの腰痛
へのアドバイスも！資料お配りしています❤
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在宅でのリラックスした
みなさんの表情に、私まで
笑顔がいっぱいになりました
♥ありがとう♥ 中畝 治子

学校支援を始めました！
横浜市教育委員会や各学校からの協力
依頼を受け、学校支援を始めています。
【支援実績】
・横浜市立の小学校にて医療的ケア児の
支援：経鼻経腸栄養チューブからの持続
注入管理
・横浜市立の小学校にて特別支援教育支
援員として食事介助を実施
・教育委員会のモデル事業として特別支
援学校での医療的ケア児の支援：呼吸器
管理、吸引、胃瘻や経鼻経管チューブか
らの栄養の注入

入職者のご紹介
こんにちは。
10 月から経理事務をやらせていた
だいている 近藤典子 です！
横浜生まれ横浜育ちの浜っ子です。
頑張りますので
よろしく
お願いいたします。

これからも子どもたちの豊かな生活に
繋がっていくよう、支援が広がっていく
ことを期待しています♪

4

4 月から月 1 回ペースでヘルパースタッフ主催の勉強会を開催しています。日頃
から気になっているテーマを上げ、担当を決めて、勉強会という形で発表しまし
た。やり方は個人個人で自由に進められ、毎回大変ユニークな勉強会となってい
ます。Zoom を使用しオンラインで資料共有しての発表にもチャレンジしていま
す。他職種である看護師や PT も積極的に参加し、みんなで意識を高め合ってい
ます。
11 月 発達段階を知る、身体、行
動、認知、コミュニケーション

6 月 ～てんかんと骨折～

７月 重症心身障害児の
身体の特徴、変形、拘縮、
疾患特有の注意点

８月 ポジショニングと
体の動かし方

10 月

食事・栄養、口腔ケアについて

９月 重症心身障害児の
呼吸と特徴,
喀痰吸引等の振り返り

参加したスタッフの感想～
毎月、興味深いテーマです。なるほど～と
感心したり、知識を更新したり、日々の訪
問を改めて振り返るきっかけになってい
ます。みんなで学び合い、さっそく実践！

「萌カレンダー・2021」出来上がりました！
スケジュールが書き込める壁掛けタイプです。
代表理事中畝の思わず微笑んでしまうイラストを、
毎月楽しんでいただけたら嬉しいです。
ご希望の方には、1 冊 ￥1,000 にてお分けできます。
＊ご購入をご希望される方は、スタッフ・事務所までお声かけ
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下さい。数に限りがありますので、ご希望の方はお早めに！

お知らせ
令和 2 年度会員募集
令和 2 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

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

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

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。
2020 年 新型コロナウィルスの猛威に世界中が包まれました。未だ収
束することなく不安が残りますが、感染対策に取り組み、萌の変わらぬ
想いと共に新しい年も活動を続けて参ります。
皆様にとりまして、平穏な日常が訪れる年となりますよう心よりお祈り
申し上げます。
なお 12 月 29 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いたします。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
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・学校ボランティア
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

イイね

編集部ついーと
★はじめてのステイホームでチャレンジしたこと★
「宅トレ！」・「公園で縄跳び！」・「ガーデニング！」
「手作りパン！」・「何十年ぶりの編み物」
今年もありがとうございました！
＊下河辺・楠原・後藤・栁沼・森＊

中畝治子の
新しい本が
出版されました！
是非、手にとって
ご覧ください★
「絵っ？でみる
ことわざ・慣用句」

講演会のおしらせ
2021.1.30(土)13:30～15:30 予定
オンライン（zoom）にて
NPO 法人 しぶたね 清田悠代さん
「きょうだいのきもち」

「萌」
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http://npo-respitemoe.houmon.shafuku.com/
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