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ご家族の
ほっと一息
お手伝いします

「寄ってたかって」

中 畝 治

子

相模原事件以降、重い障害のある人が福祉サービスを受けながら、施設ではなく地域で一人暮ら
しができる、自ら「住まい方」を選べる社会に移行することが（本当に少しずつですが）求められ
るようになってきました。障害のある人が、「住まい方」を選ぶ際の福祉サービスで重要なワード
が「意思決定支援」です。かつては知的に重い障害のある人は、自分では決められない、意思のな
い人と思われていました。現在ではどんなに障害が重くても希望や意思があり、それは尊重されな
ければならないと考えられるようになりました。その人の意思を読み取るのが困難な場合は、家族
や相談支援者、関わる人たち皆でその人にとっての「ベストインタレスト（本人にとっての最善の
利益）」を考慮して「共同意思決定」を行います。そしてその時注意をしなければいけないのが家
族や支援者の心配と本人の希望をごちゃまぜにしないことです。と、ここまでは先日「生活創造空
間にし」の研修「障害者の暮らしぶりはどうなっているのか⁈」での又村あおい先生のお話です。
このお話を伺って「じゃ、重心の子どもたちの『意思決定支援』って？」と思いました。お話の中
では「できるだけ早く本人の事を知っている相談員と出会う事が重要」とおっしゃいました。本人
と家族をよく理解し、現在から将来に至るまで長い目で見るプランを立てられる人が必要です。そ
こで私はこう考えました。出来るだけ早くから計画相談員を含め、その子の幸せを願う人たち（家
族、相談員、看護師、ヘルパー、教師、障害者仲間、先輩、ママ友、ご近所さん等々多様な人た
ち）が寄ってたかって、その子のベストインタレストを考えるのです。その子の幸せ、将来の夢を
語り合うのです。そして意思決定には選択肢が必要です。選択肢を増やすには豊かな経験が必要で
す。寄ってたかる人たちは、その子にとっての楽しく豊かな経験を考え、工夫し、実現します。
家族だけで抱え込むことなく、皆でその子の世界を広げるのです。
それは幸せな作業だと思いませんか？ 勿論、寄ってたかる人の輪に
萌スタッフも加わります！一緒に夢を見させてください。
お陰様で萌の子どもたちの写真展は好評のうちに幕を閉じました。
会場には「寄ってたかりたい」方が大勢いらっしゃいました。
大丈夫！夢を実現しましょう！
＊「寄ってたかって」は映画「普通に死ぬ」にも登場された李国本修慈
さん（NPO 法人地域生活を考えよー会代表理事）が仰っている言葉です。

☆たいがへ☆
幼稚園と療育卒園 and 小学校入学、
おめでとう。色んなことがあった 6 年、
泣いて笑って乗り切って、頑張ったね。
これから始まる小学校生活は、きっと
ワクワク楽しいことが待っていると思うよ。
マイペースに一緒に楽しもうね。
たいがは、周りの人を優しい気持ちにさせて
くれる皆の天使。
いつもお世話してくれる大好きな萌の皆さんに癒しのお礼をしていこうね。

ご入学・ご卒業
おめでとう
ございます！

詩羽へ
小学校入学おめでとう。
新しい世界へ飛び込むあなたを
私たち家族はもちろん、
たくさんの人たちが応援してくれています。
これから出逢う先生や友だち、
初めての経験を想像するとワクワクするね。
一緒に楽しい毎日を過ごそうね。

ふうかへ

父、母より

小学校卒業おめでとう！
試行錯誤しながらの６年間でしたが、大きな病気や
怪我もなく楽しい学校生活が送れてよかったね。
中学部でも大きくなって、楽しい思い出がたくさん
作れますように！

M ちゃん卒園おめでとう。
入院や毎日のケアをたくさん頑張りました。
いつもありがとう。
大好きなお友だちや先生、看護師さんに出会えたこと、
大切な宝物だね。ママはいつもあなたを応援しています。
ママより
小学校入学おめでとう。
新しいお友達にあったり、勉強も楽しみだね。
パパは算数と理科と体育が好きで国語と音楽がちょっと苦手で
した。たくさん笑って、たくさん勉強して、
楽しい毎日を過ごそうね！

パパより

朱理ちゃん、卒園・入学おめでとう！
皆の心配をよそにスクスクと成長し、のびのびと、自由奔放、
天真爛漫に生きる姿に、元気・幸せをたくさんもらっています。
朱理ちゃん、生まれてきてくれてありがとう。
これからも元気で楽しく暮らそうね！

パパ・ママより

朱理、卒園・入学おめでとう
1 年生の目標『暴れない』『背中を鍛える』
達成できるように精神統一や筋トレ一緒にやろうね！
小学校生活頑張ろう！

お姉さんより

「ひーちゃん、小学校入学おめでとう！
あんなに小さかったひーちゃんがもう小学生になるんだね。
新しいお友達といっぱい楽しい経験をして、ニコニコしている
姿が目に浮かぶよ。ちょっぴり不安もあるけど、期待や楽しみ
の方が大きいよね。
これからの成長を家族全員で楽しみにしているよー！！」

優希くん
中学卒業、高校入学おめでとう！
学校が好きで、本が好きで、音楽が好きで、
スイーツが好きで、お友だちがたーくさんいる
優希くん。
きみのその好奇心と優しさは周りの人を
幸せにしています。
これからもその気持ちを大切に大人になっていって
ください。
でも萌さんとパパとママの前では、まだこどもでいてね♡
パパとママより

か〜ん、卒業おめでとう♡
コロナもあってか、あっという間の 3 年間でしたね。自分が思っていた中学生のイメージと
合ってましたか？楽しい思い出は、沢山出来ましたか？やりたい事は、出来ましたか？
4 月からは、高校生ですね。きっと、また、あっという間の 3 年間ですよ。
中学生でやり残した事、新たに挑戦したい事、
「あ〜、あの時やっておけば良かった💦💦 」と、後から後悔しないように
どんどんいろんなことに挑戦して、沢山の経験をして下さいね。
そして、友達と沢山の思い出を作って
楽しい高校生活を送って下さい。
パパとママより

真菜さん、高校卒業おめでとう。
あっという間の 12 年間
でしたね。
ここまでたっくさんの
成長を見せてくれて
本当に嬉しいです。
これからも大好きな
スイーツいっぱい
食べようね。
中村 真菜 父母

純一郎、高校卒業おめでとう！
素敵な 12 年間、いろいろ経験できたかな。
旅行にデイキャンプ、潮干狩り、
船で仙台から名古屋まで。その船の見学会の時に
東日本大震災に！
お台場から家に帰るのも大変だったよね。
学校ではお泊まり学習、遠足、運動会などなど、
よく頑張ったよ。
これから先も一緒に色々なことにチャレンジして
行こう！これからも頑張っていきます❗
ありがとうございます。

梨緒ちゃん
高校、卒業おめでとう！
12 年間、とてもよく頑張りました。
入学時に心配していた体調も安定し楽しい学校生活が送れましたね。
パソコンを視線入力で上手に使えるようになったり、自分の気持ちを
伝えられるようになったりと成長した事がとても嬉しいです。
卒業して新しい生活でも楽しい事を見つけて自分らしく過ごしてください。
サポートしてくださった萌の皆様も本当にありがとうございました！
母より
『もう１８歳。』
龍治、卒業おめでとう。
沢山の人に支えられてここまで来れたね。我慢強い龍治は辛
い時もいつも笑顔で乗り越えて来ました。明るく生きる龍治
は我が家の自慢の息子です。これからも感謝を忘れず龍治
らしく前を向いて頑張っていこうね。
萌さんへ、
入院や手術で立ちすくむ私達をいつも側で支えくれました。
哺乳瓶でミルクを飲ませて頂いてから 17 年、
お陰様で龍治は大きく成長
しました。
いつも寄り添い助けて
下さった萌の皆様、
本当にありがとう
ございました。
龍治は萌さんが
大好きです。
加藤千春

楽しかった 12 年間の学生生活も、
終わりを迎えますね。
振り返れば数え切れないほどの素敵な思い出や、
乗り越えて頑張ったあおちゃんの大切な時間が
いっぱい。
12 年間、本当に頑張ったね！
いつもなら春を感じると心躍る気持ちに
なりますが、今年の春はまだ来ないで…と
春の予感に戸惑っている母がいます。
でも、前を向いて 4 月からは社会に出て
新しいスタートをきろうね。
たくさんの方にお世話になり、
今のあおちゃんがあると思います。
皆様に感謝しながら、
これからも一緒に一歩一歩と歩んでいこう。
あおちゃん、卒業おめでとう！バンザーイ！
母より

又村

あおいさん

講演会

〈全国手をつなぐ育成会連合会
常務理事兼事務局長〉

医療的ケア児支援法について
2022.2.5(オンライン)

医療的ケア児支援法の正式名称 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」
本人だけでなくそのご家族への支援も対象範囲
～この法律の大きな３つの柱 ～
1. 医療的ケア児支援センターの設置
2. 保育所、学校の設置者等は医療的ケアそのほかの支援看護師等や喀痰吸引等が可能な保
育士の配置などを行う義務がある
3. 医療的ケア児が在籍する保育所や学校などに対する支援、日常生活における支援、
相談体制の整備、支援を行う人材の確保

NPO として社会課題に
取り組んでいくこと。
知ってもらう
ことも一つ。

お子さんの医療
的ケアコーディ
ネーターさんっ
て何区が担当？
どなたかな？
訪問スタッフに
尋ねてみて！！

発信する

医療的ケア児コ
ーディネーター
さんと一緒に考
えていける体制
づくり。
こどもとご家族
を真ん中に。

ご両親が健やか
であることの

実績を
重ねて
行政へ
働きか
ける

皆の思い
を再確認
したよ！

お母さんたちが思って
いることを言語化する
のも支援者の役割。

制度内にはなくても
家族やこどもの生活
に必要な事は諦めず
に伝えていく、変え
ていく気持ちで。
アクションを起こす!

医療的ケア児に限定せず、
もっと広い視野でサポートしたい。
法律に入らない子どもの困っているこ
とを問題提起していくことも大事。

私達に出来ること、
今やっていること、
は何かな…？

大切さ♥

生まれたときか
ら支援が途切れ
ないこと。継続
して、その時に
応じた支援があ
ること。ライフ
ステージに合っ
た支援が必要。
支援の輪を広げていく。
ヘルパーが医療的ケアの
ある子どもの生活の支援
が出来ることを伝える。

3 号研修指導
の実施を
進める

チームアプローチを意識
して、他職種と連携！
誰でも、過ご
したい場所を
選択できる世
の中になると
いいな。

家族が直接伝えられ
るようにするために
はなにが出来るのか

在宅生活を支える
介護の力をもっと

希望する生活（保育園や
幼稚園、学校など）がで
きるよう、医療的ケア児
等コーディネーターと
積極的につながる

萌は職種に関わら
ず、生活視点でミ
ーティングやカン
ファレンスを行っ
ている。パイプ役
として繋がる力を
もっと発揮してい
きたい。

萌・写真展

を開催しました

2022.2.17～2. 27
会場：スペース ナナ（あざみ野）

医療的ケアの必要な子どもたちの暮らしを多くの方に知ってい
ただきたく、写真展を開催しました。
100 名以上の方が足を運んでくださり、それぞれの立場での思
いをメッセージとして残してくださいました。医療的ケア児支援法
施行後、関心は高まっていると私達も実感しました。
医ケアがあるから、
医ケア児と接する機会がなく、どう過ごしているのか知らなかったが、このようなサポートがあって充実した
と何かを諦めること
親の介護をしてい
スタッフを信頼している
が無くなるような
時間が過ごせていて素晴らしいと思った。
た時、お風呂で癒
からこその、こどもたちの
未来を作りたい。
大変なこと、
さ れ ていた こと を
医ケア児に関わる看護師です。現状にある“仕方のないこと”が少しでも改善されるように、自分になにが出来
この笑顔！
苦労すること
思い出しました。
るか、考えています。
もあると思いま
すが、素敵な
みんなの表情から
活動を続けて
医ケア児に関わる看護師です。
訪問の時間が
ください。
現状にある“仕方のないこと”が
楽しいんだな～と感じた。
少しでも改善されるように、自分に
何が出来るか、考えています。
普段は会う機会のない、医療ケアを必要と
するお子さんに出会えました！
手を差し伸べる人が増えることを願います。
制度もしっかり整うといいな。
医ケア児と接する機会がなく、どう過ごしてい
るのか知らなかったが、このようなサポートが
あって、充実した時間が過ごせていて、
素晴らしいと思った。

重心施設で働いていて
”施設で過ごす子ども”の姿しか
見ることができない。
自宅で家族やスタッフと過ごす
姿を見て嬉しかった。

萌の仲間がこんなに
いるんだ～と実感。

展示の仕方に和まされました。
イラストも素敵！

近所で 20 代の障がいのある息子を介
護中。医療的ケアが必要な方のこと、
気になっていました。
大変さはある中でも、お子さんの素敵
な笑顔に引き込まれ、自分も笑顔に
なりました。
萌でのボランティアにも
参加したいです！

医ケア児や彼らを支える
ご家族にとって、より生き
やすい社会や地域になる
担当していたお子さんが
ことを願ってます。
引っ越しを機に萌へ。
気になって見に来ました。
共生社会、楽しめる場所が
広がりますように。

家族の笑顔は萌さんが
いてこそです！
気持ちも支えてくださって
ありがとう。

自分も頑張ろう！
と思った。

みんなの笑顔に
癒されました。
こどもたちの笑顔
を思い出して
しばらく
幸せな気持ちに
なれそうです♡

自分に何ができるのか？
を見つけよう。
できることが必ずある！

親御さんの気持ち、日々の大変さを
理解し、サポートしてくれるスタッフが
いて、こどもたちの笑顔と生活が守ら
れていることが写真から伝わってきま
した。

オンライントークイベントも開催しました！

『こどもハッシン！呼吸器生活向上 Project』
呼吸器を装着してストレッチャーで特別支援学校に通
う Y 君のことをお母様がお話してくださいました。医療
的ケアを必要とする子どもたちが発進（信）する機会を
つくり、知ってもらい、支援者の輪を広げていきたい！！
子どもたちが、新たな世界で可能性を
広げていく未来へのワクワクな思いが
いっぱいです♥ 団体の Facebook です→

私たち、入職しました！
萌の新しい仲間です♪(看護師)
①出身地 ②血液型 ③趣味 ④萌で働き始めて… ⑤私ってこんな人！

伊藤 隆仁さん（ニックネーム：たかひぃ⇒
心魂での名前です★）
①千葉県 木更津
②AB 型
③ゲーム（どんなジャンルでも OK！）,カードゲームも！
➃皆様の子どもたちへの関わる力のすごさや、真剣さを
強く感じて、尊敬と、それを見て早く力になれるよう頑張
っていきたいと思いました。
⑤心魂の活動に参加し、パフォーマンスについて学んで
います。その力をこれからの子どもたちに見せていけるよ
う頑張って行きます！ よろしくお願いします。

福田

恵さん（ニックネーム：フクちゃん）

①静岡県
②B 型
③アロマテラピー、マッサージ、ヨガ（体がかたいです
が）、読書、海と富士山が好きです、飛行機見ること
（ワクワクが止まらない）
④楽しいです
⑤今までいろいろな経験をしてきました。どちらかとい
うといろいろ経験を増やしていくことが好きで、いろい
ろなことに興味があります。今はアロマテラピーを深め
ています。香りを使ってたくさんの人を笑顔にしたい！

堀口 千春さん
（ニックネーム：ほり）
①神奈川県横浜市中山‥ズーラシアの近く
②AB 型、几帳面だったり‥自分に甘いかと
思ったら厳しくなったり‥何色にも染まれそ
うで染まらなかったり色々（<‘―‘>）
③バドミントン！ 工作大好きです！
④感覚が同じ仲間に出会えたことが嬉しく
毎日が楽しいです。公共交通機関での移動
や時間前集合が苦手ですが、最近電車の移
動のどこでも行ける感覚が楽しくなってきま
した！
⑤小児の専門病院を退職後、在宅の経験を
積むために地域の訪問看護を経て、やっと
萌に辿り着きました！これまでは、小児
の制度や連携は手探りの状態でしたが、
萌でもう一度〝ゼロからのスタート″を
楽しむ気持ちで頑張ろうと思っていま
す。
コザクラインコを 2 羽飼っています。小鳥仲
間おりましたらお友達になって下さい！

と思っています。子供たちとの関わりは、まだひた隠し
ている可能性を一緒にたくさん見つけていける仕事だと
思っています。わからないことも多く、ご迷惑おかけす
ることも多々あると思いますが、一緒に楽しい時間を過
ごしたいです。よろしくお願い致します。

長﨑さん（看護師）

退職します…

１５年ほど前から萌のお仕事に携わらせていただきました。
振り返ればあっという間過ぎて…色々な感情が溢れてきます。
たくさんのお子さまとご家族に出会え、たくさんの思い出を頂きました。
働かせてもらっている時間、少しでも「ご家族のほっと一息」に繋げることができ
たのか、今でも足りない自分を感じています。
在宅のお仕事からは離れますが、この思いを忘れず今後も看護を続けていきた
いと思っています。
ご家族の皆さまはもちろん、萌のスタッフの皆さま、素敵な時間をくださり
本当にありがとうございました。 またお会いできる時を楽しみにしています！」

🌼🌼ヘルパー🌼🌼
岡田裕子さん
戸川なぎささん
🌼🌼事務員🌼🌼
森田和子さん

お知らせ

スタッフ募集
看護師・介護士・リハビリ
スタッフ・相談支援員・学
校ボランティアスタッフ
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！多様な働き方、
柔軟に対応します♪
採用担当者：関水／平

ついーと
春です。
三寒四温の毎日ですが
元気に新しい一歩を
踏み出しましょう！
森・楠原・下河辺・後藤

会員一覧（令和 4 年 3 月 31 日現在 敬称略）令和 3 年度会費納入
正会員：及川紘太 大島正博 沖田康子 北村慈郎 丸本百合子 山岸香 横井明子
渡辺幹夫 岡田裕子 石津道代 楠原陽子 桑嶋哲子 桑原美佳 神戸直 後藤淳子 近藤
典子 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 波戸真 林智子 藤井優子 古内由美子 松尾大地 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：石黒裕子 石館美弥子 石原信子 磯野恒子 伊藤千恵 井上康子 岩佐玲音
越中みゆき 大室寛子 大山照子 奥田典子 小島真理子 小俣智子 菊谷秀子 倉島雄
太郎 小林大助 古茶博子 坂本由紀子 佐藤道子 宍戸幽香里 篠原真紀子 鈴木裕子
高知尾有里 高橋雅子 田坂裕子 田中弘美 土屋雄聖 坪山太智 露木美奈子 手塚由
紀 長島恵 橋口美知子 橋本岳志 長谷川依子 疋田久子 福島千恵子 牧野カツコ
牧野匠子 松村郁子 眞鍋裕紀子 溝田涼子 三宅捷太 谷戸美佐 山形和子 山口礼子
横山照子 吉水直子 和田玲子 渡部久子 赤荻聡子 有田豊 伊東孝介 岩崎凛果 上村
風歌 遠藤恵美 岡村勇輝 小野実柚 角田直子 加藤芳明 北原朱理 國貞郁 後藤健太
小西たまら 小林恵理 小林正幸 今七海 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 杉浦永眞 鈴木妙佳子 鈴木寛五朗 高橋優 高綱倫枝子 瀧田
晶文 留野泰心 泊やよい 中川深月 中祖瑛介 中村裕之(真菜) 中山茂樹 長尾崇
浪口智子 西原悠希 布川秀樹 沼田真一 藤原大介 藤原瞳 古川悟 古澤光琉 堀川則
孝 本田豊 松本姫奈 森本遥香 山口礼子 山西隆史 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：合葉麻里 赤塚鈴代 安部眞理子 飯島節子 飯塚直子 石原信子 磯野恒子
伊藤元子 オーウェンアナベル 北村慈郎 工富道子 國貞奈美 黒丸幸子 小島真理
子 小関マリ 小吹順子 佐藤順子 新堂泰江 菅沼亮一 高綱倫枝子 田中克子 田村
美知子 辻本光幸 長島恵 中越和子 中川深月 橋本岳志 原賢 牧野カツコ 豆鞘美
砂子 真鍋裕紀子 三笠知世 溝田涼子 三谷勲/操 村田悦子 山口礼子 山本重幸
和田玲子 東洋英和女学院小学部母の会 東洋英和女学院中高部母の会 学校法人
大勝院学園理事長 櫛田良豊 フィロセイ会 貴田邦子/清水登志子 バースあおば
仲かよ

令和４年度会員募集
令和４年度の会員を募集いたします。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。
◆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

★ゆうちょ銀行
★横浜銀行
口座記号 00230‐5 店番 382 普通預金
口座番号 111338
口座番号 6104254
(振込手数料については
・他行からのお振込
ご負担願います)
店番 029
当座預金
★オンライン
口座番号 0111338 決済始めました。
こちらからどうぞ→

年会費 3,000 円

会の活動に賛同、利用する個人または団体

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
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～総会のお知らせ～
2022 年 5 月 30 日（月）
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ご家族のほっと一息
お手伝いします

