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シンポジュム報告 
わたしたちはここにいるよ 
♡障がいのある人もない人も、

ともに暮らしていくために♡ 

～地域に求める障がい児・者

への理解～ 

１２月３日（土）中野区医

師会館にて、映画の上映会と

シンポジュウムを開催いたし

ました。発達上支援を必要と

する子の親のグループ「いろ

とりどり」との共催で、障害

児・者への理解をもとめるイ

ベントです。 

第一部：映画上映「アイムヒ

ア 僕はここにいる」（発達

障がいを抱えた方が社会に出

た時の困難さを描いた映画で

す） 

第二部：「いろとりどり」「な

かのドリーム」保護者による

シンポジュウム 

なかのドリームからは重症心

身障害児の保護者二名が、自

分たちの子育ての「困難さ」

について発表しました。どん

な障がいをもつ子の家庭で

も、共通していえるのは、地

域でずっと暮らしていきたい

ということ。これからも「い

ろとりどり」の保護者のみな

さまと協働して、地域生活支

援のために取り組んでいきた

いと思います

 

 

迎春  

旧年中は大変お世話になりました。 

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

年頭にあたり 
  

明けましておめでとうござ

います。旧年中は、なかのドリ

ーム「おでんくらぶ」「なべ」

にご理解ご支援をいただき、改

めて心より御礼申し上げます。 

 

昨年暮れに「わかみやクラ

ブ」との共催シンポジウムが中

野区医師会館で開催されまし

た。当 NPO は障害をもつ子ど

もの親が他の親の相談に乗る

ペアレントメンター活動を行

っていましたが、歴史ある「わ

かみやクラブ」も同事業を始め

られるとのことで、私達にお声

をかけていただいたのだと思

います。シンポジウムのサブタ

イトルは＜障害があってもな

くても共に暮らしていくため

に＞でしたが、そのことを覆す

事件が昨年７月、相模原市の障

害者施設でありました。事件の

背景と影響に愕然とした方も

多いと思いますが、そうした事

件が起きた社会に生きるとは

どういうことなのか、シンポジ

ウムでも議論されました。 

 

先日、日本最大のモスクであ

る東京ジャーミイをガイドの

案内で見学する機会があり、礼

拝を告げるアザーンや壮麗な

建物内部に感嘆しました。さら

に「平等」が世界宗教であるイ

スラム教の普遍的理念である 

ことや、「アッサラーム・アラ

イクム（あなたの上に平安があ

りますように）」という美しい

挨拶の言葉を教わりました。人

と人、国と国の関係が混沌とす

る現在、そのアラビア語が一層

の輝きを放つように感じまし

た。 

医療的ケアの必要な子ども

達を預かるということの責任

を重く受け止めた一年でした。

今年も何卒、宜しくお願い申し

上げます。 

理事長 高田功二 

中野区医師会 小児在宅医療

講演会 「障害を持つ子ども

の病気の理解と健康管理」に

参加して・・・  
 

8 月 5 日、中野区医師会館に

て、小児在宅医療講演会が開催

されました。 

座長：小児科内科高田医院  

院長 高田功二 先生 

講演：「障害を持つ子どもの病

気の理解と健康管理」          

東京都立北療育センター   

小児科 落合幸勝 先生 

はじめに、重症心身障害児と

は、について行政での分類や医

療面での視点でご解説。医療ケ

アの必要な子どもたちに焦点

を当て、最新の医療ケアの内

容、特に痰の吸引や栄養方法に

ついて具体的かつ丁寧にお話

しいただき、実際に看護や介護

に携わる方や、家族にとっても

大きな学びの場となりました。 



 
 

東京新世紀ライオンズ

クラブ・クリスマス会  
12/10に東京新世紀ライオン

ズクラブのクリスマス会に参

加して参りました。約 100名近

くのライオンズクラブメンバ

ーとその家族が集まる中、なか

のドリームの活動を発表する

お時間をいただきました。 

 

今年度、アイパッドやノート

パソコンをご寄付いただき、子

どもたちの「療育活動」に大変

役立っていることなどをお話

してまいりました。ご参加され

ていた方の中には、重度の障が

いを持った子どもが在宅で生

活をしていることをはじめて

知ったという方もおられまし

た。 

 

前会長の佐藤様、今期会長の

小畑様ともお話し、お励ましの

言葉をいただくと共に、今後も

多くの方に私たちの活動を知

っていただきたいという思い

を強くいたしました。 

 

賛助会費・寄付の 

お願い 
 

・1 口 1 万円 

 

①【ゆうちょ銀行から】 

[口座記号・番号] 

 10010 20495091 

 

②【他金融機関から】 

ゆうちょ銀行 

[支店] 008（ゼロゼロハチ） 

[種目]普通 

[口座番号] 2049509 

 

③【ゆうちょ銀行振込用紙で

のお振込み】 

口座番号欄に以下を記入くだ

さい。 

00190-3-420254 

＊29 年度賛助会費について

は、4 月以降お振込み用紙を

通信に同封させていただきま

す。 

クリスマス会報告  

12 月 19 日からの一週間、ク

リスマス会をしました。大きな

ツリーをお借りして、ライティ

ングを飾っていただき、本格的

なイルミネーションを見なが

らの音楽会やサンタさんから

のプレゼントに子どもたちは

大喜びでした。 

週の最後、24 日には、中野区

医師会の先生方や職員さんに

よる「スタコラ医師会リコーダ

ー部」が素敵な演奏をしにお越

しくださいました。 

 

 
ギターとリコーダーによる

楽しい音楽会は今年二度目。ク

リスマスソングやジブリの映

画曲のほか、嵐のメドレーまで

演奏してくださって、クリスマ

ス気分満載のイブの日でした。 

 

おでんくらぶ事業報告  

＊登録者数：22 名（児童発達支援 4 名・放課後デイサービス 18 名） 

【中野区 16 名  杉並区 5 名  渋谷区 1 名】 

＊月利用のべ人数と一日の平均利用人数、および利用率 

6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

74 人 97 人 95 人 73 人 64 人 67 人 74 人 

3.08 人 4.04 人 4.32 人 3.48 人 3.05 人 3.35 人 3.7 人 

62％ 75％ 82％ 67％ 61％ 67％ 74％ 

火曜日・木曜日は永福学園の下校時間が遅いため放課後等デイサービ

スの利用が１～２名となっているが、同じ曜日の児童発達支援の利用者

が増えてきています。３月春休み前までは月曜休みで営業をしています。 

スマイリングホスピタルジャパン  
９月より、おでんくらぶにて毎月第一土曜日の午前中に楽しい活動を提

供していただいています。スマイリングホスピタルジャパンは病気や障

がいをもつ子どもたちにアート活動を通して笑顔を、の理念をもとに、

病院や療育施設で活動をおこなっている団体です。 

 

 

  訪問介護なべ事業報告
＊登録者数：7 名【中野区 6 名  渋谷区 1 名】 

4 月に立ち上げた訪問介護なべも、軌道に乗りつつあります。 

医療的ケアのある利用者さんが多いので、保護者の方のご指示や医師

の指示書に基づき、その人に対応した医療的ケア研修を行い、安全安心

なケアを心がけています。子どもたちの笑顔を支えてくださる登録ヘル

パーさんを募集中です。「なかのドリーム訪問介護なべ」 までメールく

ださい。(管理者 佐藤) 


