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東京新世紀      

ライオンズクラブ 
チャリティボーリング大会 

 
東京新世紀ライオンズクラ

ブ主催「なかのドリームチャ

リティボーリング大会」が

6/10(土)にビックボックス(高
田馬場)で開かれ、ライオンズ

クラブのメンバー、家族ら約

80 名が参加。熱い戦いを繰り

広げました。 
冒頭、東京新世紀ライオン

ズクラブ、小畑時彦会長から

ごあいさついただき、多数の

方にご参加いただいたことへ

の謝辞のあと、なかのドリー

ムへの支援についてご紹介い

ただきました。 
なかのドリームチームは、

高校生の男子と家族、小学生

の男の子とお母様、理事、理

事長の 7 名が参加。高校生と

小学生の男子二名は気合い十

分。重いボールを転がすため

の補助台を使って、自分でボ

ールを投げこんでスペアを何

回も出しました。嬉しい歓声

と笑顔の後には、涙の感動的

な場面もありました。 
ボーリングの後は懇親会が

開かれ、ご寄付 30 万円の目録

をいただきました。子どもた

ちも楽しめる、盛大な会を催

していただき、心より感謝申

し上げます。 
（子供たちの楽しい様子は裏面に掲載） 

 

 

医療的ケアのある 

子どもたちのために   
この春、当 NPO 法人が設立

して 2 年が経ちました。多くの

方々に支えられ励まされなが

ら私達は活動を続けることが

できました。心より御礼申し上

げます。 
最近、新聞やＴＶ等で「医療

的ケア児」や「障害児者」に対

する報道をよく見かけるよう

になりました。朝日新聞では今

年 5 月、2 週間にわたり『患者

を生きる～我が家で～』で 2
組の親子の在宅療養について

連載されました。また『障害児

の親として 医療的ケア整備

だけでなく』（6 月 1 日）とい

う報道部記者の記事も印象に

残りました。東京新聞では『思

いやりより人権意識を』（6 月

5 日）として心のバリアフリー

について論説が書かれ、考えさ

せられました。『亜由未が教え

てくれたこと』（ハートネット

TV 5 月 9 日）では NHK のデ

ィレクターが自身の妹にカメ

ラを向けて介護する 1 ケ月間

の記録でした。いずれも当事者

の視点から見つめた在宅生活

や教育現場での課題が丹念に

描かれていました。 
厚労省によると医療的ケア

児は2007年度は約8400人で、

15 年度は約 1 万 7200 人に増

加している一方、重症児対象の

児童発達支援は 248 ケ所、放

課後デイサービスは 354 ケ所

にとどまっているとのことで

す（2016 年 5 月時点）。 
より健康に暮らせるように

支える医療・介護と、その土台

の上にある社会生活を支える 

福祉両面から、私達の活動が少

しでも障害児者とその家族への

支援につながればと思います。

どうぞ今後とも変わらぬご支援

の程、宜しくお願い致します。                                           

理事長 高田功二 
 
ピアカウンセリング研修 

「あなたも明日から 

ピアカウンセラー」 

特定非営利活動法人わかみや

クラブの保護者グループ「いろ

とりどり」主催の研修に、なか

のドリームの理事と利用者の保

護者や家族、5 名が参加いたしま

した。 
講師：丹明彦先生（目白大学人

間学部心理カウンセリング学科

准教授） 
期間：平成 29 年 2 月~4 月 
 なかのドリームでも今回の研修

を活かして支援の幅を広げていき

たいと思っています。 
 

総会報告 
5 月 27 日(土)中野区医師会館

で第 2 回 NPO 法人なかのドリ

ーム総会を開きました。平成 28
年度事業報告、平成 28 年度決

算報告（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載）、

平成 29 年度活動計画案、平成

29 年度活動予算案が承認されま

した。昨年度決算も赤字で経営

は厳しい状況が続いています。

皆様のご支援よろしくお願いい

たします。役員は監事交代し、

新理事が加わりました。 
理事長:高田功二、理事:山田正

興、宮地三千代、小池林太郎、

松原豊、東幸子、福満美穂子、

岡田美奈子、松長美紀、佐藤浩

子、今馳直樹、監事 :三輪操子

吉川恵子 
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チャリティーボーリング大会

の様子 

 

補助台を使って 

ヤッター！ 

 

賛助会費・寄付の 

お願い 
 重症心身障害児の放課後デイ

は、需要がありつつも新規参入が

難しい事業です。ケアのために必

要な人材や、設備に見合ったコス

トが、国からの補助だけでは賄え

ないからです。事業を継続してい

くために、ぜひみなさまのご寄付

をお願いいたします。 
 
・賛助会費 1 口 1 万円 
・寄付金 千円~ 
①【ゆうちょ銀行から】 
[口座記号・番号] 
 00190-3-420254 
②【他金融機関から】 
ゆうちょ銀行 
[店名・店番] 019（ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ） 
[種目]当座 
[口座番号] 0420254 
[口座名]特定非営利活動法人な

かのドリーム 
③【ゆうちょ銀行振込用紙での

お振込み】 
＊同封した振込用紙をご利用

ください。 

 
アクリル筒の下から泡が上

昇します。ぶくぶく音や色の変

化を楽しみながら子どもたち

はリラックスモードに。おでん

くらぶだけの特別仕様です！ 
 他にもプロジェクターをご

寄付いただきました。 
水・光・音を使った、空間の

トータル演出を手掛ける会社、

ブレス様よりいただきました

機器は、子どもたちの療育に活

かしてまいります。ありがとう

ございました。 
（株式会社ブレス・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）
http://www.breath-net.co.jp/ 

★スヌーズレン★  

スヌーズレンは、オランダの

知的障害者施設で生まれまし

た。重い障害を持つ人が、感覚

に直接訴えるやわらかい刺激、

光や音、触感などを通してリラ

ックスして楽しむことのでき

る空間のことを「スヌーズレ

ン」と呼んでいます。 
スヌーズレンの機器、バブル

ユニットを、このたび株式会社

ブレス様よりご提供いただき

ました。 

 

おでんくらぶ事業報告  

＊登録者数：28 名（児童発達支援 5 名・放課後デイサービス 23 名） 
【中野区 17 名 杉並区 8 名 渋谷区 2 名 目黒区 1 名】 

＊新しい常勤職員のご紹介：今馳直樹、三浦愛弓  
＊月利用のべ人数と一日の平均利用人数、および利用率 
 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 
83 人 78 人 96 人 104 人 91 人 

4.15 人 4.10 人 4.0 人 4.33 人 3.8 人 
83％ 82％ 80％ 87％ 76％ 

 
4 月より、月曜から土曜日までの営業となりました。小学校に

入学したお子さまの契約数が増え、利用率が上がりました。5 月

はキャンセルが多く、やや利用率減となっています。中野区以外

の方からのお問い合わせも多く、現在は 4 区にまたがって送迎支

援を行っています。 
5 月ははじめて、杉並区の方の利用が中野区在住の方より多く

なりました。在宅で過ごすお子さまの医療的ケアが重度化、重複

化する中で、利用できる施設の数が都市部でも足りないことがう

かがえます。 
＊おでんくらぶ活動の様子はホームページのブログでご覧ください。 

訪問介護なべ事業報告  
＊登録者数：10 名【中野区 7 名 渋谷区 2 名 新宿区 1 名】 
訪問介護なべは 2 年目を迎え、重症心身障害児や難病者の在

宅生活の支援を行っています。しかし、ヘルパー不足で新規の

ご要望に応えられない状況です。登録ヘルパーを急募していま

す。お問い合わせ先：ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@nakanodream.main.jp 
＊管理者：佐藤浩子  
サービス提供責任者：上條瑠璃呼 松田弥生 

 


