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理事長 武田純子 

 

 最近よく世の中は目に見えない不思議な力に支配

されているのだなぁと感じることがあります。(これ

は年を重ねてきた証拠かなぁ～） 

 とことん限界の所まで試されて、ギリギリのとこ

ろで何処からともなく救世主が現れる！なんてかっ

こいいかもしれませんが、何となくそう思うこのご

ろです。 

 その陰には数えきれない沢山の方々の大きな目に

見えない応援があってこそ、と心より感謝申し上げ

る次第です。本当にありがとうございます。 

 いつも『見えない障害』『物言えぬ障害』者の気

持ちをきちんと汲み取ることが出来ているのかな？

と自分自身に問いかけながら反省しきりです。 

この４月には御影本町の前・生活介護事業所か

ら、肢体障害児に特化した放課後等デイサービス

「なないろ」に生まれ変わりました。準備期間中

は、ややもすると日々の事柄に惑わされ、目の前の

出来事に一喜一憂する自分に反省しつつ、「ゆめは

叶うもの!」「人の気持ちは通じるもの！」「そして

諦めない！」この想いを持ち続けることがどれ程大

切かを実感しました。そして【とも・かく・うご・

こう】に徹することにしました。 

 このフレーズは【知（とも）・覚（かく）・動(う

ご)・考（こう）】という意味です。考えてから動く

のが普通ですが、まずは、行動に移しながら考えて

行くということも実行してみて理解できました。 

今「なないろ」で見せてくれる子供たちの笑顔と

元気な笑い声に、職員の心優しいまなざしに癒さ

れ、私たちの気持ちを和ませてくれます。 

｢ゆめは叶うもの」「人の気持ちは通じるもの」を

信じ、「オールにじのかけ橋」の利用者さんの「ゆ

め」に向かって、一人ひとりの隠れた可能性を精一

杯引き出せる伴走者でありたいと思っております。

それを実現させるには、まず行動する事。知ってい

ても、覚えていても、行動しないとどんどん忘れて

いきます。【とも（知）かく（覚）うご（動）こう

（考）】を行動に移すことで結果が出るのですか

ら・・・。 

とも・かく・うご・こう！ 



なないろオープン いっしょに遊ぼう！ 

 神戸女子大学植戸貴子教授と共に、職員ひとりひ

とりが支援のあり方を学びました。現場で日々起こり

得る身近な出来事をまとめた「にじのかけ橋オリジナ

ルチェックシート」

を用いて活発な意見

交換を行い、講師の

アドバイスを受けま

した。日頃の支援に

対する自分自身の課

題に気づき、省み、

改めて支援に対する

姿勢を正す大切な時

間を持ちました。                                                                                    

神戸国際大学小枝英輝教授とインストラクターの

学生さんのご指導を受けながら、グループに分かれ

て心肺蘇生法とＡＥＤの実習を行いました。どんな

場合でも冷静な行

動で救急車の到着

を待てるように、

その技術と心構え

を体得する貴重な

学びの場でした。

様々な場面を想定

した質問も飛び交

い、職員皆真剣で

した。 

 人懐っこくいつもニコニコ笑顔。初めは何でもイヤイヤ

と首を振ってしまいますが、やればできる子なので色んな

事にチャレンジし、成長していってほしいです。 

 どうぞよろしくお願いします。 篠田美千代（母） 
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港めぐりの船内 

男前の笑顔がはじけたで賞 

   「いと」コンサート 
みんなで合唱 いい気分で賞 

デザートづくり 
力を合わせて考えま賞 

リズム体操 
二人は仲良しで賞 

バーベキュー 
準備OK. バッチグーで賞 

“放課後等デイサービスなないろ”と出会って 

管理者・児童発達支援管理責任者 浦 章子 

 「なないろ」が４月の桜咲くころ開所し、はや半年

が経とうとしています。 

開所するまでは、こどもたちに出会える、わくわく

感はあるものの、食事やトイレなどの介助をはじめ、

楽しくすごしてもらえるのか？など不安でいっぱいで

したが、周りのみなさんが応援してくれることがとて

も励みになりました。 

 開所してみると、こどもたちの純真なこころや笑顔

に癒され、お母様方のあたたかさにほっとし、また土

曜日の理学療法士や動作訓練の先生からも、こどもた

ちを通して、身体の動きなどを学びながら、充実した

日々をすごしています。 

改めて「なないろ」は、大勢の方に支えていただい

ていることを実感しながら、これからもこどもたちと

一緒に笑ったり悩んだりしたいと思います。 

『はじめまして』 

湯川珠紗稀（母） 
 

今春からお世話になっています湯川珠莉の母です。 

 最初は緊張した様子でしたが、ゆっくりゆっくり慣れ

てきました。今しかできない経験をさせたい、沢山のお

友達と仲良くなってほしいと強く思い、校区の学校に

通っています。学校へ行っても、デイへ行っても自分の

名前を呼ばれると笑顔で手をあげて返事をします。お友

達が大好きで娘なりにお話もいっぱいしてくれます。で

も、出来ないことも増えてきて悲しい気持ちをぶつけて

くる事も。少しでもチャレンジし、出来ることを見つ

け、嬉しい気持ちを増やせるようにフォローしていきた

いです。私一人では難しく、家族、先生方、周りの方々

に感謝ばかりの毎日です。 

 ワークキャンプの中高生と 

いっしょに創作 真剣トリオで賞 
夏恒例 つりゲーム 

今年は何をつり上げたで賞 

『4月に入所しました。篠田夏美です。』 

カワサキ・ワールド 

女性ライダー カッコいいで賞 
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神戸市社会福祉
協議会三菱電機  
SOCIO-ROOTS
(ソシオルーツ)
基金を活用して
エレベーターの
改修費の一部に
使わせていただ
きました。 



＜特定非営利活動法人にじのかけ橋 役員＞ 

理 事 長   武田純子    

副理事長   松田安修  

理    事   田中 康  松井秀成  岡﨑充男  飯島久道  

監    事   藤井建治    

        ＜職員・スタッフ＞ 

  統括責任者（施設長） 

  生活介護 管理者・サービス管理責任者 長田祐子  

  事 務  髙坂惠美子  城戸 昇    山田和子 

  嘱託医  森垣 驍 

○生活介護 にじのかけ橋 

  主 任  羽田晋也   副主任  春田佳寿世     

   看護師  内田八重子  

  支援員  吉田惠子   花﨑加葉   奥村久美       

       廣瀬博子   藤原公男  

  運転員  本屋敷四郎  渕野好己   笠井睦生  

       和田隆司   宮崎壽巳 

❤ハートケアだより❤ 

○生活介護 ぶどうの木 

  主 任  木田京子   副主任  吉田直美 

  看護師  本間ヒロ子    支援員  辰巳 仁 

  運転員  池野利仁  

○居宅介護 ハートケア「にじのかけ橋」 

  管理者・サービス提供責任者  鷺池美智子 

  登録ヘルパー18名    

○放課後等デイサービスなないろ 

  管理者・児童発達支援管理責任者  浦 章子 

  児童指導員 嶋本静代   石田美智子  奥 惠子 

   亀村むつ美   北島恭子 

  運転員    布施淳子 

 

∞編集後記∞ 

 令和へと時代は進み、法人も新たな歩みが始まりま
した。写真を通して、現場の雰囲気まで感じていただ
けたらと思います。 （編集委員：木田・長田・羽田・山田） 

 生活介護 にじのかけ橋        神戸市東灘区御影中町8丁目3-14     Tel.078-842-7765/Fax.078-842-7790 

 生活介護 ぶどうの木          神戸市東灘区深江南町2丁目9-7        Tel/Fax. 078-451-8850 

 居宅介護 ハートケア「にじのかけ橋｣  神戸市東灘区御影中町8丁目3-14        Tel.078-842-7793/Fax.078-842-7790 

 放課後等デイサービスなないろ     神戸市東灘区御影本町2丁目15-2-301   Tel.078-821-7716/Fax.078-821-7711 

管理者・ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 鷺池美智子 
 

 世界文化遺産の日光東照宮の神厩舎の長押上に

は、８枚の猿の彫刻があり、人の一生の物語を表

現しています。この中で２枚目の『見ざる・言わ

ざる・聞かざる』が特に有名ですが、これは子供

の将来を考えた母親の、小さな時には世の中の悪

い事を見たり聞いたり言ったりせずに、素直な心

のまま成長して欲しいという願いが込められてい

るそうです。この８枚の彫刻は、赤ん坊から妊娠

までを描いており、それぞれの成長段階で自分の

人生をしっかりと考える事、家族や仲間が大切で

ある事等を教えてくれ

ています。私たちは利

用者さんのそんな人生

の中での一部分を担っ

ていると思います。大

切にご両親に育まれて

きた個性や魅力、可能

性を最大限に引き出す事が私たちの役目と思い、

これからも利用者さんの思いに寄り添えるよう、

『見る・話す・聞く』を大切にしていきます。(絵

は利用者の村上美江さんが描いてくれました。ど

こでみてきたのかなぁ…❓) 

『見ざる・言わざる・聞かざる』から学ぶこと 

永田美季（利用者の母） 

 「せめて、意思の疎通が出来たらいいね。」これ

は、康平が生まれて障害を持つと分かった時、先の知

れぬ不安と悲しみの中、夫婦で交わした会話です。現

在の康平は、そんな両親の心配をよそに、笑ったり泣

いたり怒ったりと、たくさんの意思を表してくれ、そ

れどころかiPadや電動車椅子

を操って自分の人生を謳歌し

ています。   

 にじのかけ橋のガイドを利

用して５年。ヘルパーさんと

西へ東へと趣向を凝らしたお

出かけに、張り切って出か

け、大満足で帰って来る様子

に逞しさを感じます。ガイド

利用での外出は、障害の子を

なかなか他人の手に委ねる事

の出来ない母をも成長させてくれました。本人は成人

していますが、親も子も発展途上。もっと楽しんで、

もっと色んな事に興味を持ち、豊かな人生を送って欲

しいと思っています。そして、「障害はあるけど僕の

人生、まんざらじゃないよ」と言ってもらえる様に父

も母も元気で長生きし、応援したいと思っています。                            

『僕の人生、まんざらじゃないよ』 

  

 

   9月12日神戸文化ホールに於いて、長年当法人にご寄付やご奉仕くださっている方々が 

       表彰されました。おめでとうございます。 

    「神戸市社会福祉協議会理事長感謝状」  

       社会福祉事業協力者 寄付  株式会社小林春吉商店 代表取締役社長 小林大祐様 

       社会福祉事業協力者  奉仕   明山美重子様 井上茂雄様 髙田寛子様 松田泰子様 

            また、当法人理事長武田純子が「神戸市民福祉顕彰功労賞」を受賞しました。 

令和元年度 神戸市社会福祉大会 受賞者 


