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成長する絵画

中 畝 治 子

先日、東京根津にあるギャラリーに「成長する絵画展」を観に行きました。この絵画展
は 10 代、20 代の重症心身障がいの若者たちの作品展です。私がこの絵画展とその活動を
知った時は、本当にびっくりしました！想像もできませんでした。私たち夫婦は絵描きな
のに、重い障がいのある長男に絵が描けると考えもしなかったからです。
この活動は１５年前、彼らが小学生だった時から始まりました。当初彼らに描くという
認識があるかどうかも不確かで、描く行為に関心どころか強い拒否があったといいます。
幸いなことに、この活動を続けてきたアトリエ ル・マタンの浅羽聡美さんと知り合いに
なり、活動に参加させて頂きました。その日は４人のメンバーそれぞれに１～２人のスタ
ッフの対応で創作が行われていました。床を覆う布も、メンバーの服も手足も、スタッフ
のエプロンも見事に絵の具だらけ‼ メンバーに真摯に向き合い、キャンバスを描き易い位
置や角度に保ったり、ポロリと落とす筆をそのたびに何度も握らせたり、色カードを見せ
て彼らが選んだ（選んでいるであろう）色の絵の具を出し、筆に付けたり。勿論、彼らの
作品は写生とか何かの形を描くというものではなく、筆のタッチの集積でできた抽象的絵
画（児童画でのなぐり描き）なのですが、それぞれの個性がしっかりと表れているのです。
スタッフの姿勢はできうる限りメンバーの心、動き、そのあるがままを尊重することを大
切にするものでした。長い間の活動の中でのその真摯な関わりによって、両者の関係性の
中に作品が立ち現れてきたのです。若者たちは明らかに絵を描くという行為を自分のもの
として認識しています。一方、関わる人たちは彼らの表現とその変化（成長）に心を動か
され驚きや喜びを得ています。そして絵画展で作品を観た多くの人たちにもそれが伝わっ
ていきます。
滋賀県の歴史ある重症心身障害児者施設「びわこ学園」の口分田政夫医師の講演で『重い
障がいのある方と向き合う者との関わりの中で、お互いの人格というものがいろいろな活
動を通じてわかってきて、それぞれが可能性を引き出しあったり、歓びを内面に感じるよ
うな生き方ができる。発達とは伸びるという意味ではなく、持てる力を発揮するという意
味であり、自分の持てる力を周囲との関係で発揮して歓びを
感じている状態が健康であるということである。』というお話
にとても感動し、また共感もしました。「成長する絵画展」は
正にそのことを示しているのだと感じます。そしてそれは
絵画という表現活動に限らず、すべての事項に置き換えられ
ます。日常のケアの中で、遊びの中で、生活行為の中でも同
様です。ご家族は勿論のこと、多くの人たちの多様な関わり、
関係性の中で子どもたちは健康に豊かに成長して行くのだと
思います。そこで多くの隠れた力が引き出されるのです。
そして関わる者もその関係性の中で歓びを得、成長して、
豊かな人生を生きられるのだと思います。

他事業所のヘルパーさんと萌の看護師で訪問している今をレポート！
入浴は身体の清潔保持だけではなく、温熱効果による
血行・新陳代謝促進、さらに爽快感を得ることで安定
した生活を送ることができると言われています。気持
ちよさ、心地よさ、楽しさの体感は、子どもたちの成
長や発達に良い刺激となっていると思っています。
子どもたちと過ごすご家族は、お子さまの成長や症状
の変化によって自宅の環境や物品に合わせて入浴方法
を工夫する必要性を感じたり、限られた環境での入浴
を難しく感じられることもあるようです。
ご家族の「おうちのお風呂で入浴できたら」という思
いを共に実現したい！

「お風呂までよろしくねー！」

近年、地域で活動されている訪問看護ステーション、
他事業所や施設との連携により、在宅支援の仲間が増
えています。
実際に繋がりができた支援の仲間と共に、萌を利用し
てくださっている子どもたち、ご家族の生活をサポー
トしている現状をご紹介いたします。私たちはこの支
援を愛を込めて「チーム〇〇（お子さんの愛称）」と
呼び、日々和気あいあいと、楽しく安心で安全な訪問
を心がけています☆

「気持ちよかった〜💕💕」

リフト浴を中心に
R くんは、ベッドからの移乗や排痰ケア、お風呂を
他事業所のヘルパーさんと萌の看護師で実施してい
ます。高校生の R くん、男性ヘルパーさんと一緒の
お風呂について、ご家族は「安心してお任せ出来、
大変助かっています。」と信頼されています。
私たち、ひ弱な女性スタッフもたくさん助けられて
います。(笑)

夕方の 2 時間
T くんの夕方は就寝前のケアで大忙しです。お風呂を中
心にしながら、ヘルパーさんは注入の準備やお風呂の用
意、備品のセット、T くんのタオルや衣類のお洗濯をし
てくれます。すべては T くんが夕方リラックスして次の
日を楽しんで過ごせるため！
ヘルパーの K さん「萌の看護師さんは小さい頃から知
っていらっしゃるので、私がわからない T くんの気持ち
を言葉にしてくださり、とても頼りになります。」

ユーラックを使ったお風呂
R ちゃんのお風呂は「ユーラック」という簡易浴槽
を使った清潔ケアをヘルパー2 人と萌の看護師 1 人
でお手伝いしています。R ちゃんの体調や安全に看
護師が目を配る中で、ヘルパーのお 2 人がてきぱき
と、さっぱりした気分にしてくれるこの時間は R ち
ゃんにとって至福のひととき。お風呂のあとはネイ
ルシールを貼り替えたり、髪型を整えたり・・。
女子トークにも花が咲きます���

お風呂の介助について、あるヘルパーさんが「私たちはご本人が望めばどんな状況でもサポート
しますよ」と、お話しされたことがありました。地域に根ざしたヘルパーさんたちの存在はとて
も心強いです。萌の活動だけでは知り得なかった介護の取り組みに接することで、私たちの活動
の意義を振り返るきっかけをいただいています。
在宅生活を一緒に応援してくれるサポーターが地域に増えていくことで、それぞれの子どもたち
が自分らしく生活できるといいなと思います。

皆さんご存知の通り、萌は
小児専門の事業所です。
そのため、18 歳をめどに卒業
を迎えます。
そして、今号で新たなステージ
に向かった先輩たちが、どのよ
うな生活を送っているのか、ご
紹介します。

Y さん 19 歳
通所先の様子やお出かけ
の様子を教えてくれました。
毎日、楽しく元気に青春を
謳歌しているようです。

G さん 19 歳
通所先での販売のお仕事
中の様子。誇らしいお姿で
すね。

通う場所、支援する人が変わっていくことは、とても不安で心細いことですよね。いろいろな気持
ちを抱えての旅立ちになりますが、新しい世界への第一歩を、そのお子さまの人生に関わって来
たもののひとりとして、萌スタッフは共に考え、応援していきたいと思っています。

学校支援しています︕
～開始から 1 年 経過報告～
令和 2 年 9 月から横浜市教育委員会モデル事業「人工呼吸器を使用する児童生徒の保護者付き添い解消に
向けた取り組み」に東俣野特別支援学校で事業協力しています。
学校での医療的ケア実施のためのマニュアルが、令和 3 年 3 月に「医療的ケア実施の手引き」と改められ、特別
支援学校における学校看護師の医療的ケアのかかわりが、これまで以上に可能になりました。
私たちの事業協力が「保護者の代わりに支援」することから、学校看護師中心に「子どもたちが安心安全に教育を
受ける」ための協働者になってきていることを実感しています。11 月から完全に保護者の付き添い解消です。
本モデル事業対象生徒のお母様から「呼吸器装着児に対する認識が 0(ゼロ）からやっと 1(イチ)になりました。私
たちだけでなく、呼吸器を使用している子どもたちがあたりまえに通学という選択ができるように、これからもまだまだ萌
さんと一緒に頑張りたいです。」と言っていただきました。
学校に行きたい子どもたちが、みんな行けるように︕

写真展を開催します♪
萌のご利用者さんとそのご家族、関わっているスタッフの写真展を開催
します。この催しは『2021 年度コミュニティカフェ「スペース ナナ」
の連続講座・地域でゆるやかに支え合う場をつくろう Part10、ケアする
人にやさしい地域づくり』の一環としての取り組みです。
ご利用者様とご家族の素敵な写真
日時：2022 年 2/17(木)～2/27(日)
を募集します！
11:00～16:00
お 1 人 2 枚まで♪
場所：コミュニティカフェ
こちらの QR コードから
『スペース ナナ』ギャラリー
お申込みください★
🚃🚃横浜市営地下鉄 あざみ野駅
下記メールアドレスからの
お申し込みも可能です。
✉ respitemoe@gmail.com
※なお、応募写真は、写真展のみに使用させて
いただきます。ご了承の上、ご応募ください。
お問い合わせ先：☎045-231-1681 (中畝)

2021 年度

講演会のお知らせ

医療的ケア児支援法について～新法案を学ぼう～
講師：又村あおい氏
日時：2022 年 2 月 5 日（土）16～18 時

場所：ガッツ・びーと西

＊詳細はフェイスブックまたはホームページをご覧ください。

新しい仲間のご紹介
7 月から通学支援のヘルパーを
させて頂いています、戸川なぎさ
です。最近まで成人の入所施設で
働いていましたが、児童と関わる
仕事がしたいと一念発起し、現在
放課後等デイサービスで働いてい
ます。萌でも、少しでも児童に関
わる機会が増やせたらと思ってま
す。よろしくお願いします。

今年も代表理事のイラスト
で萌カレンダーを作成しま
した！
1 部 1000 円でお分けい
たします☆
収益は萌の活動に使わせて
頂きます。
ご希望の方はお電話・
FAX・メール・にてご連絡
をお待ちしております☆☆
なくなり次第終了です。

スタッフ募集

2021.8.6

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！興味ある方、ご連絡
お待ちしています！働き方、柔軟に対応いたします♪
採用担当者：関水/平

波戸 Ns に
第二子誕生！
身長

47.2cm

体重 2865g
すくすく成長中～
おめでとう！

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！

お知らせ
令和 3 年度

総会報告

NPO 法人レスパイト・ケアサービス萌、令和 3 年度総会が令和 3 年 5
月 24 日（月）に行われました。今年度もコロナ対策として三密を避
け、紙面総会といたしました。遅くなりましたが、令和 2 年度活動報
告・収支報告、令和 3 年度活動計画案・収支予算案、役員選出等議案の
全てが承認されましたことを報告いたします。
昨年度も萌の活動にご理解、ご協力下さり有難うございました。
子どもたち、ご家族の日常の良い支援ができますよう、これからも努力
してまいります。どうぞ宜しくお願いいたします。

令和３年度会員募集
令和 3 年度の会員を募集しています。萌の活動に賛同してご支援くださ
る方、引き続き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
★ゆうちょ銀行
ようお願いいたします。
口座記号 00230－5
◆正会員
年会費 10,000 円
口座番号 111338
原則として誰でも入会できます。
★他銀行からゆうちょ銀行
総会に出席し議決に参加することができます
へのお振込
◆賛助会員Ａ 年会費 10,000 円
店名 029 当座預金
会の活動に賛同、利用する個人または団体
口座番号 0111338
★加入者名：NPO 法人レス
◆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
パイト・ケアサービス萌

つい～と
今年は秋をあまり感じら
れないほど気温が高い日
が続き、これからの冬の
寒さに体がついていかな
い予感…。
そんな時は発酵食品を食
べて、ぽかぽか体を温め
免疫力アップ！！皆様、
元気に冬越えしましょう
ね。おススメは甘酒です
♡会報係
楠原・後藤・下河辺・森

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。
コロナは未だ収束することなく不安が残りますが、引き続き感染対策に
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 4 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
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