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コロナに日常を奪われながらも、今年も春が巡って来ました。幸いなことに萌はこの一年
を、スタッフの頑張りと利用者の皆さんのご理解とご協力により、大過もなく終えること
ができました。萌アマビエさまにもお礼を言わなければなりません。
昨年末に、野辺明子さんから御著書「命あるがままに
医療的ケアの必要な子どもと家
族の物語」（中央法規）を頂きました。野辺明子さんを絵本「さっちゃんのまほうのて」
でご存知の方もいらっしゃると思います。お嬢さんに指の欠損障害があったことから「先
天性四肢障害児父母の会」を設立され、以後様々な障害児・者運動に関わってこられまし
た。私がまだ子育て真っ最中の頃、ご講演から障害について多くの示唆を与えて頂きまし
た。幸運にも親しくさせて頂き、もう 20 年以上になります。
野辺さんは相模原事件の犯人の主張に心を痛め、社会に届きにくい重い障害を持って生ま
れた子どもたちや家族の思いを社会に発信したい、とこの本を書かれました。6 人の医療
的ケア児とその家族、それを支える人々のドラマを、野辺さんの暖かい眼差しで見つめ表
現されています。と同時に、社会や制度の不備への気付きと疑問もしっかり著述されてい
ます。
共著の前田浩利医師は千葉県松戸市で「あおぞら診療所」を開設し、子どもも含めた全て
の年代の人々への訪問診療をされています。その取り組みの中で、医療的ケア児の問題に
深く関わっておられます。前田先生の書かれた最終章「医療的ケアを取り巻く課題と今後
の希望」はとても読み応えがあります。文中に教育現場での医療的ケア児への対応は「差
別」であり、本人や家族が「自分たちは差別を受けている」と声を大にして言わないと、
この状態は変わらないと明確に述べています。とても共感しました。
そして野辺さんは、この本の取材を終えて次のように記述されています。
「医療的ケア児たちは食べること、動くこと、場合によっては呼吸することにも医療機器
や人の手が必要です。多くのことを人に頼って生きていくことになります。しかし、だか
らこそ『人々の心を突き動かす不思議な力をもつ』子どもたちであるといえるのではない
でしょうか。人々の生き方や価値観をいつの間にか変えていく不思議な力、社会の在り方
を変えていく力です。そう考えると医療的ケアが欠かせない子どもたちは『社会に不要な
存在』ではなく、むしろやさしい連帯の輪を生み出し、
『社会に新しい力をもたらしてくれる子どもたち』
なのではないかと取材を終えた今、実感しています。」
多くの方に読んで欲しい良書です。
さあ、皆さん！胸を張りましょう！私たち萌スタッフも、
同じ思いを胸にこれからも皆さんと共に在りたいと
思っています。

卒園、そして小学校入学
おめでとう。
泣き虫だったえいすけが、
あっという間に小学生。
周りの人達に沢山助けられ、
愛されて、笑顔いっぱい＆
人が大好きな男の子に育ちま
した。その笑顔のまま、小学校
生活を楽しんでね。
父母より

たいちへ
高等部卒業おめでとうございます。
12 年間の学校生活はいろいろなことが
ありましたね。
ひとつひとつ乗り越えて逞しく育ってくれ

実柚、小学部卒業、
中学部入学おめでとう。
小学部、大きな病気なく沢山学校行
けたね。中学部も休まず楽しく学校
に行こうね。

たことを誇りに思います。
これからもたいちの道を
切り開いていきましょうね。

これからも成長
楽しみにしてます。
小野実柚 父・母

渉へ。 卒業おめでとう。
4 月からもその笑顔で、新しい仲間と一緒に楽しい生活を送れるよう、
これからも応援してます。 天国の S ちゃんも一緒に卒業です。
S ちゃん卒業おめでとう。
元気にしてるかな？
萌さんへ。
いつも僕の行きたい所へ連れて
行ってくれて、ありがとうござい
ました。萌さんとのお散歩、
ずっと忘れないよ！
また、いつか行けたらいいなぁー

お腹の中にいる時に
生死の境から復活し誕生、
翌日に手術、その後も二回の
手術を頑張った逞しさ。
家から脱走、駅や道での座り
こみは困るけれど、怒られても
めげない所は少し羨ましい
(？)です。卒業おめでとう。

萌さんとの思い出写真

ひかちゃん☆
卒業おめでとう！
あっという間の６年間だ
ったね。中学部での先生

けいご
とうとう 12 年の学校生活卒
業ですね。数えきれない大
切な思い出。これからも楽し

ななみちゃん。
6 年間大きな病気も
なく通学できて本当に
良かった！中学生にな

や友達との新しい出会
いが楽しみですね。

い事は、きっとあると思うよ。
無理なく頑張っていこうね。

っても、お互い元気に
登校しようね。

こ れ か ら も 穏や か な 毎
日が過ごせますように！
母より

萌の皆様、一息出来る時間

卒業おめでとう。

これからも楽しい事が沢山
ありますように。
母より

を与えて頂き本当に感謝し
ています。
家族より

優果卒業おめでとう💐💐
萌さんは就学前からお世話になっていて
動物園を散歩してもらったのが最近のことのようです。
様々な経験をして 12 年間楽しい学校生活でしたね。
いつも支えてくださる方々へ感謝、
新生活が充実した日々となりますように。
本田優果 母

げんきくん、
卒業おめでとう。
4 月から社会人ですね。
小さい頃はどこへ連れて行くのも
難儀しましたが、今では立派な
大人になり誇らしく思います。
これからも元気に仲良く
暮らしましょう。
母より

良咲ちゃん卒業おめでとう！！
ついその前に入学した感じがするね‥
３年間はあっという間に過ぎちゃったけど、
また良い思い出が増えました(^^)
４月から高校生‥。
どんどんお姉さんに
成長していくんだろうな〜と思うと楽しみです☆
これからも一緒に頑張ろうね♡
しゅんくんへ
㊗高校卒業(^O^)
初めは全然食べられなかった給食、
最近は完食が続いて嬉しいです!
不安で涙した実習も、回を重ねるごとに
成長しました。嬉しい驚きをありがとう〜!!!
皆様に感謝の気持ちで一杯です。
母より
れいこへ…
未熟児ギリギリで産まれて、あんなに小さな子だっ
たのに…もう学生最後の歳なんて…ありがとう
れいこ。いつもどんな時も一生懸命ぶつかってきて
くれて、お兄ちゃんを好きでいてくれてありがとう
😭😭😭😭ほんとにほんとに生きていてくれてありがとう
…これから、大人の仲間入りだけど、そのままの
れいこで、そのままぶつかって
楽しいこといっぱいして行こうね。
卒業おめでとう㊗れいこのママより💖💖
勇輝が 中学部を卒業します。
沢山の方々に支えてもらって、励ましてもらって
転んでも立ち上がって、また転んで、
また立ち上がってきました。
おかげで、高等部への準備はバッチリです。
勇輝がうれしいと家族もうれしい。それをともに
喜んできてくれた萌さん。。大好きです。
「ゆぅぅ～～ちゃ～～ん、
こんにちはっ。」って、
訪問してくださるのを
これからも待ってます。
高等部！！謳歌します！！
岡村勇輝＆
家族一同

大好きな かのへ。

卒園・入学おめでとう♡

毎日、頑張らなくちゃいけないことがたくさんあるけど、
その中でいっぱい”楽しい””うれしい”を見つけられる
かの✨すごく素敵だよ！

小学校も楽しもうね♡
パパ・ママより

⭐たっくん
小学校卒業おめでとう❗
太晴という樹の幹は太く
逞しく成長しましたね。
頑張りに拍手、
出会いに感謝です。
この先も喜怒哀楽の
経験を糧に
枝を伸ばし
葉を茂らせ
花を咲かせていきましょう。
応援しています。
父母

あっという間の６年だったね。４月からはいよいよ小学生！
新しいことが沢山待っているよ！
楽しいこともつらいことも一緒に乗り越えていこうね。
パパもママも弟も
じじもばばもみーんな、
こうちゃんの応援団だよ★

Ｋ君、高校卒業おめでとう！
高校では生徒会長に任命されて
頑張りましたね！

健ちゃん、卒業おめでとう。
小さい時は、先の事なんてとっても考えられなかっ

社会に出てもＫ君らしく素敵な

去年も、色々ありましたが、 本当に頑張りやさんで

大人になってね♡

強い子です。健ちゃんは、負けない‼子です。

そして萌さんも卒業です。
17 年間私たち家族を支えて下さり

今は、学校に中々行けないけど、
また落ち着いたら行こうね。

ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

これからもどうぞ宜しくね。

たね。 そんな健ちゃんが、すごいです。✨

☘ ママより

NPO 法人しぶたね 理事長 清田悠代さまご講演
きょうだいさんのきもち
2021 年 1 月 30 日（土）13 時からオンライン（zoom）で講演会を行いました。
やさしい声、言葉、表情で、こどものきもちをお話ししてくださった清田さん。講演中、
清田さんの横にずっと一緒に座って、ユーモア交じりに言葉をかけてくれたシブレッド。
とてもとても素敵な講演会でした。
NPO 法人しぶたね
2003 年に活動を開始されました。
しぶたねの「しぶ」は「シブリング(sibling:
きょうだい)」の「しぶ」。きょうだいたち
が安心していられる場所や、安心して話が
できる人(悲しいことも、うれしいことも、
どっちでもないことも)が、どんどん増える
ように、その「たね」を蒔いていこう!と
いうきもちで活動されています。

清田さん ＆ シブレッド

きょうだいさんの中には
「きょうだい」と呼ばれ
たくない人もいる。

障がいや病気を持つ子は「加点方式」、
健康な子は「減点方式」
になりがちなので、その子の昨日と
比べる視点で。

心に残った
安全で楽しい
ストレス発散方法で
気持ちを言葉にして返す。

しぶたねさんからの

「怒り」の奥にある「願い」

メッセージ

をみんなで受け止める。

病気や障がいを持つ子に優しくしてくれるきょうだい
を周りが求めているが、動物はきょうだいで仲が
良いことはない。仲が悪くて正解。

講演を聞いて、家族ひとりひとりが大事な家族だということを再認識しました。
障がいや病気をもつこどもに対する思いは、親ときょうだいでは違うかもしれません。
しかし、こどもだからということではなく、家族の一員として、楽しい、悲しい、嬉しい、
辛い等の場面で「いろいろな気持ちを持っていい、出していい。」という清田さんの言葉
に、背中をドーンと押された気がしました。家族が家族でいられるように、私たちができ
ること、子どもたちに寄り添える支援を頑張りたいと改めて力が湧きました。
※講演の資料を読んでみたい！という方、ぜひスタッフまでお声がけください‼

退職者メッセージ
この度、一身上の都合にて３月末で退職いたす事となりました。
ボランティア活動８年。法人になって 17 年と 25 年間続けてこられたのは、心豊かな
同じ思いのスタッフの仲間とたくさんの子ども達やご家族との出逢い・別れと色々な
経験をさせて頂き多くの事を学ばせて頂いたお陰です。
振り返ってみると、小児科勤務や子育て経験のない私でしたが、訪問に伺うたびに
子ども達のとても純粋な瞳にみつめられ、笑顔や、偽りのない正直な反応でリラック
ス出来る抱っこの塩梅や、ご兄弟も含め成長に一喜一憂したり、又お母様方から在宅
生活のノウハウ等教えて頂きました。子ども達は私にとって「大先生」でした。
想い出はつきません。
当初から「お母さんのほっと一息お手伝いします」の気持ちで関わってきましたが、
実は私がこの 25 年間心暖まりとても幸せな気持ちで癒されていました。
心豊かに育てて頂き感謝の気持ちでいっぱいです。
この萌での活動はこれからの人生においてかけがえのない「宝物」となりました。
これからも皆様が益々穏やかで、笑顔あふれる日々を過ごされますよう願っていま
す。利用者のみなさまに直接ご挨拶出来ず、心残りではありますが、長い間、支えて
頂きありがとうございました😌😌
溝田

涼子（看護師）

2010 年 6 月、数字が嫌いでなければと、前代表理事の北村千賀さんに誘われ、10 年
9 ヶ月が過ぎました。アッと言う間でした。
訪問に出るスタッフは使命感が強く「すごいな」と、ずっと思っています。
そんなスタッフのサポートが出来ればと事務職員は頑張っています。これからもそれは
変わることはないと思います。どうか萌のスタッフの皆さん、ご自分のことも大切にし
て下さいね。萌にかかわってくださる皆様、お世話になりました。
ありがとうございました。
疋田

総会のお知らせ
令和 3 年 5 月 24 日（月）予定

久子(事務)

中畝 常雄・治子『日本画二人展』
のお知らせ
２０２１・６・10～15
ギャラリーほさか
沼津市大手町 5-2-9
tel 055-951-7332

お知らせ
令和 3 年度会員募集
令和 3 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 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

０

今回の号より、会報の発行
が春と冬の年 2 回になりま
す。また今年度も継続して
萌カレンダーを制作・販売し
ていきます。どうぞよろしく
お願いいたします。

フェイスブック更新中です。
QR コードからも萌の HP
チェックできます♪
イイね

★ゆうちょ銀行
口座記号 00230－5
口座番号 111338
★他銀行からのお振込み
店番 029 当座預金
口座番号 0111338
NPO 法人 レスパイト・ケアサービス萌

会員一覧（令和 3 年 3 月 22 日現在 敬称略）令和２年度会費納入
正会員：沖田康子 北村慈郎 丸本百合子 横井明子 山岸香 髙林祐加 藤井優子
石津道代 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 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 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 波戸 真 岡田裕子 近藤典子
賛助会員：井上康子 越中みゆき 大室寛子 奥田典子 菊谷秀子 田坂裕子 長島恵
小島真理子 宍戸幽香里 篠原真紀子 田中弘美 土屋雄聖 橋本岳志 橋口美知子
福田友佑 牧野匠子 仲岡樹弥 本田豊 山本重幸 赤津はるか 眞鍋裕紀子 小林正幸
石館美弥子 古屋悦世 松村郁子 三宅捷太 村野絢子 谷戸美佐 山口礼子 渡部久子
小俣智子 小林大助 坂本由紀子 牧野カツコ 石原信子 横山照子 土屋洋子 有田豊
赤荻聡子 伊東孝介 岩崎学 上村風歌 遠藤恵美 オーウェンアナベル 小野実柚
角田直子 加藤芳明 倉島雄太郎 北原朱理 國貞 郁 小西たまら 小林恵理 高橋優
金野太晴 齊藤明順 佐野仁美 猿渡純一郎 沢村めぐみ 三野梨緒 中村裕之(真菜)
鈴木妙佳子 杉浦永眞 坪山太智 瀧田晶文 手塚由紀 泊やよい 長尾崇 中川深月
中祖瑛介 中野泰子 中山茂樹 浪口智子 西原悠希 布川秀樹 沼田真一 長谷川依子
藤原大介 古川悟 古澤光琉 堀川則孝 牧野智晴 森本遥香 長尾崇 小林歩 藤原瞳
山口あすか 山西隆史 及川和仁 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 重心グループ連絡会 ぱざぱネット
保土ヶ谷小学校校長 小川克之
寄付：赤塚鈴代 安部眞理子 児玉直子 佐藤道子 菅沼亮一 辻本光幸 土屋雄聖
仲岡樹弥 三宅捷太 山口礼子 土屋洋子 高綱倫枝子 三笠知世 荻須洋子 村田悦子
篠原真紀子 古屋悦世 小島真理子 牧野カツコ みんなのおつかい 代表 尾鍋正子
横浜市移動サービス協議会 西区地域活動ホーム 大橋美根生
東洋英和女学院小学部母の会

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
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

編集部ついーと
会報誌を隅々までご拝読いただき、
有難うございます。皆さまに、春の陽
だまりのようなポカポカとした気持ち
をお届け出来ましたら幸いです。
‹楠原・後藤・下河辺・栁沼・森›
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