
 

平成２９年度 事 業 報 告 

（平成 29 年 4 月 1 日から 30 年 3 月 31日まで） 

 

 

Ⅰ 病院ボランティアに関する事業 

   病院ボランティア養成 11 年を機に「わらびの会だより 12 号」にて特集を組み、これまで関 

わって頂いた講師の方々、ボランティアさんに寄稿いただきました。また、１期から 22 期まで

の講座の変遷、受講者の動向、そして、これまで取ったアンケートをまとめることができました。 

29年度も沖縄県社会福祉協議会の民間福祉基金助成の補助をいただき、第 23 期・24期こど 

も支援ボランティア養成講座を実施することができました。心より感謝申し上げます。 

平成 27年９月から開始した琉球大学医学部附属病院での活動は 12 名に増え、小児科外来で週

２回（水・金 10：00～12：00）、小児科病棟で週１回（金 10：00～12：00）、外来ロビーで随時

行われている。受け入れ体制、活動内容等について課題が出てきていますので、解決へ向けた病

院側とボランティアを含めた話し合いが必要かと思われます。 

こども医療センターは約 50 人のボランティアが活動しています。活動は週末活動（第２・４土

曜日、第３日曜日）へと拡大しています。 

 また、活動するボランティアのスキルアップのための勉強会は、講師に藤村真弓先生を招聘し

て実施しました。 

 

１） 病院ボランティア活動の支援 

 ボランティアスキルアップ勉強会開催 

  テーマ：「あなたのことも大好きです！～病児のきょうだいに私たちができること」  

  講 師：藤村 真弓（元 茨城キリスト教大学 看護学部 教授） 

  日 時：平成 29年 11月 18日（土）10：00～12：00 

  場 所：ファミリーハウス「がじゅまるの家」多目的室（マンタ） 

 

２） 琉球大学医学部附属病院小児科外来・小児病棟における活動 

① 第 23 期養成講座受講者 12 名が病院でのオリエンテーションと実習を受け、5 名が抗体検査

をクリアして活動を開始。 

② 第 24 期養成講座を受講した１名が病院でのオリエンテーションと実習を終了し、活動に入っ

た。 

③ 活動ボランティアは合計 6名。活動内容：病児きょうだいの遊び相手、見守り。 

活動日：水・金 10：00～12：00。  

 

３） こども医療センターにおける活動 

① 第 23 期受講生 24名中、21名が実習を受け、11 名が活動に入った。24 期受講生 16名中、 



 

8名が実習を受け、7名が活動に入った。 

② 平成 29年度 登録人数 82名。活動人数：約 50 名。 

活動日：月～金 9：00～16：00、週末活動 第 2・4 土曜

日、第 3日曜日 

③ 活動場所：小児外来、小児病棟（４・５階） 

④ 活動内容：病院フロア案内、病児・きょうだいの遊び相手、 

  見守り、読み聞かせ、イベントの参加手伝い、プレイルー

ムの環境整備、勉強の支援等。 

 

４）病児家族を支援活動する病院ボランティア養成講座の実施  

   於：琉球大学医学部基礎研究棟機器センター室 １階（第 23 期） 

     琉球大学医学部附属病院 ５階 看護部 会議室（第 24期） 

 

《第 23期こども支援病院ボランティア養成講座》 受講者 24 人  

日 時：平成 29 年 8 月 19日（土）9:00～17:00 

① 講座１  

「私たちが望むボランティア ～ 看護の立場から ～」 

  講師：國吉 友子（琉球大学医学部附属病院 看護部小児科師長） 

  講師：多和田 聖子（県立 南部医療センター・こども医療センター 看護師長） 

② 講座２  

「私たちが望むボランティア ～ 医師の立場から ～」  

    講師：金城 紀子（琉球大学医学部小児科医局長） 

    講師：金城 僚（県立南部医療センター・こども医療センター 小児外科部長） 

③ 講座３ 

   「院内の感染症対策 ―感染症と予防接種―」 

    講師：真栄城 咲子（琉球大学附属病院感染管理認定看護師） 

④  講座４ 

「病児のサポート、きょうだい支援」 

講師：佐久川 夏実（県立南部医療センター・こども医療センター ＣＬＳ） 

⑤ 講座５ 

   「ボランティアに必要なマナーとコミュニケーション」 

講師：喜久里 美也子（脳文庫主宰）  

⑥ 講座６ 

「ボランティア活動紹介」 

講師：伊波 邦子（こども医療センター ボランティアコーディネーター） 

   貝阿弥 ひとみ・増谷 紀代香（琉球大学小児科ボランティア） 

 

 



 

⑦ 講座 7 

「グループワーク＆まとめ」 

  講師：先輩ボランティア 12 人 、受講者全員   

          

《第 24期 こども支援病院ボランティア養成講座》受講者 16人  

日 時：平成 30 年 2 月 17日（土）9:00～17:00 

① 講座１  

  「私たちが望むボランティア ～ 看護の立場から ～」 

 講師：國吉 友子（琉球大学医学部附属病院 看護部小児科師長） 

② 講座２  

   「院内の感染症対策 ―感染症と予防接種―」 

    講師：芦塚 陵子（琉球大学附属病院 感染管理認定看護師） 

③ 講座３ 

  「私たちが望むボランティア ～ 医師の立場から ～」 

   講師：金城 僚（県立南部医療センター・こども医療セ

ンター 小児外科部長）  

④ 講座４ 

「病児のサポート、きょうだい支援～ＤＶＤ視聴」 

講師：佐久川 夏実（県立南部医療センター・こども医療センター ＣＬＳ） 

⑤ 講座５ 

 「医療センターにおけるボランティアの必要性」 

  講師：伊波 邦子（こども医療センター ボランティアコーディネーター） 

⑥ 講座６ 

「ボランティアに必要なマナーとコミュニケーション」  

講師：喜久里 美也子（脳文庫 主宰） 

⑦ 講座７ 

「ボランティア活動紹介」 

  講師：こども医療センター・琉大附属病院 病院ボランティア 

⑧ 講座８ 

   グループワーク＆まとめ 

  講師：先輩ボランティア７人 、受講者全員 

 

 

Ⅱ 遠隔地病児家族等の宿泊施設運営事業 

１）ファミリーハウス「がじゅまるの家」（以下ハウス）の受託運営等 

① ハウス運営—スタッフ 9 人によるシフト制 ～ 24時間 365 日稼働。 

ナイトマネージャー 有償ボランティアとして ４人活動登録 

〔第９期・講師／佐渡山美智子 氏 〕 〔第９期・受講者によ〕 

 



 

平成 29年度 利用者延べ人数 4,373 人（病児 582 人含）。 

居室 稼働率 平均 66.9％   利用家族平均 29.6家族。 

② スタッフ会議（毎月第 2 月曜日 10 時～12時：全スタッフ・事業団参加） 

ハウスマネージャー会議（第 3 木曜日 14時～16 時）、ナイトマネージャーボランティア作業 

（第 2 月曜日 12時～ ）。利用者が安心して安全に過ごして頂けるよう、常に利用者に寄り添い 

ホスピタリティーな運営に努めた。 

③ 業務報告書事業団へ提出  毎月（事業報告、宿泊者名簿、会計収支報告、請求書） 

④ ファミリーハウスがじゅまるの家だより 17 号（5/31）、18 号（10/31）発行 

⑤ 「がじゅまるの家 ミニ図書室」設置・・・県立図書館一括貸し出し利用（191 冊） 

⑥ 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューローの翻訳支援事業の補助により、中国語（簡 

体字）、台湾語（繁体字）、韓国語、英語のリーフレット及びハウス利用のしおりを作成した。 

 

★１５０万円分の備品の寄贈をいただきました。 

医薬品や医療機器等の卸販売業のフォレストホール

ディングス（福岡市）の社員でつくる「50 円倶楽部」

より、150 万円分の備品（食卓セット、ベッド、 大型

テレビ、洗濯機、冷蔵庫、草刈機など 18 点をがじゅま

るの家に寄贈いただきました。平成 29 年 12 月 19 日、

フォレストホールディングスの吉村恭彰社長と子会社

のダイコー沖縄の今井寿春社長より、ハウスにて当会、

真栄田篤彦理事長に目録が贈呈されました。心から感謝

し申し上げます。 

 

２）ハウス運営協議会開催（平成 29 年 10 月 17日） 

参加：県保健医療部健康長寿課、県立南部医療センター・こども医療センター、事業団、 

わらびの会事務局、ハウスマネージャー 

  以下の３件等について意見交換を行った。 

① 感染症患児（家族）の利用について 

ＲＳウィルスについては、基本的に成人には感染しないが付き添いきょうだい児等からハウス

を利用しているこどもへの感染が考えられるため、注意が必要である。インフルエンザは成 

人・こども関係なく注意が必要である。感染症に関しては、専門の医師等で協議が必要である。 

② 成人利用について 

   地域連携室に成人からハウス利用について問い合わせがあったら、利用方法（利用条件）の紹

介は出来るが、患者個人の情報をお知らせするのは難しい（個人情報のため）。 

③ 病院とハウスの連携について 

   病院スタッフにハウス見学をしてほしい。対象となる患者・家族等への紹介。 

 



 

３）利用料金の改定 

  病児の付き添い家族の休憩利用、シャワー利用等の要望が増え、施設利用料金の改定を下記のと

おり平成 29年 4月 1日より実施した。 

① 宿泊料金（１泊）・・・中学生以上：1,200 円、 小学生以下：350 円、 病児：無料 

（寝具代 150円/１人）含む。 

② 休憩利用・・・・・・10：00～17：00 （3 時間以内） 

                   中学生以上：500円、 小学生以下：200円 

③ シャワー利用・・・・9：00～18：00  200円/１人 

④ 成人利用（１泊）・・・1,650 円（条件付き、寝具代 150円/１人）含む。 

 

４）スタッフ研修会・講習会・勉強会 

① がじゅまるの家消防訓練を実施（6/12,2/13）、施設の定期自主検査を行い利用者の 

安全に努めた。 

② ＡＥＤ講習会（7/10）。 

③ 第 18 回ＪＨＨＨネットワーク会議参加（10/21-22）。 

 於：愛媛県３人参加（ハウス：真栄城・星野）、（事務局：儀間） 

テーマ「ハウス活動を取り巻く環境の変化とハウス活動の多様化」 

④ 医療センター出前講座・・・ハウススタッフ・利用者受講（10/10）。 

「こどもの事故・緊急時の対応」講師：屋良収人（医療センター救命救急認定看護師） 

 

５）「がじゅまるの家」視察見学者 

① 平成 29年度・第 27期 かりゆし長寿大学校 健康福祉学科 火曜日コース３２人、木曜日コース３２

人来訪。講話とハウス施設見学（9/14・9/19）。 

② 鹿児島県こども福祉課次長他 施設見学（11/14） 

③ 東洋大学 滝川教授・県立森川特別支援学校 池間教頭、ハウス見学（2/26） 

④ 公益社団法人「難病の子どもとその家族へ夢を」大住 代表理事・柴田 理事ハウス見学（3/2） 

⑤ 認定ＮＰＯ法人 ファミリーハウス植田事務局長・植田ハウスマネージャー 来訪（3/8） 

⑥ その他、個人多数 

６）がじゅまるの家「納涼夏まつり」開催（8/27） 

  家族と離れ、ハウスで過ごされている利用者を励ま

し、暑気払いを兼ね交流夕食会を実施しました。利

用者さんにも手伝っていただき、冷やソーメン、ゴ

ーヤーサラダ、沖縄天ぷら、冬瓜スープ等々、美味

しいパイナップル、スイカ、ケーキと盛り沢山の料

理を舌鼓、病児きょうだい家族による太鼓や踊りの

演技、花火を楽しみました。がじゅまるの家大家族

の楽しい夏祭りでした。 参加者 37人。               



 

７）ハウス利用者との交流 

① がじゅまるの家「納涼夏まつり」に参加いただき、スタッフ及び利用者間の交流を行った（8/27）。 

②日本盲導犬協会の協力により盲導犬がハウスに来訪、こどもたちとふれ合い、楽しい一時を過ご 

しました（6/29）。 

③第 5 回 わらびの会合同クリスマス会が、こども医療センター１階外来で開催され、ハウス利用

者も家族で参加し、楽しい一時を過ごして頂いた。今回もこどもたちには在沖米空軍嘉手納基地

ボランティアグループのサンタさんよりプレゼントがあり、保護者の皆さんは、マッサージやゆ

んたくカフェでくつろいでいただいた（12/9）。 

また、がじゅまるの家クリスマス会では、スタッフの手料理に、ビンゴゲームを楽しみながら

プレゼント交換を行い利用者とスタッフの交流を行った（12/21）。 

 

８）ボランティアによる活動 

① ノバルティス ファーマ（株）沖縄営業所 社員 3人 清掃ボランティア（4/15） 

② かりゆし長寿大学校 第 24期 健康福祉学科卒生 16人 清掃ボランティア（4/20） 

③ いぜな 二三の会 15 人 清掃ボランティア（5/20） 

④ タッピングタッチ協会インストラクター中田氏によるハウス利用者へのタッピングタッチ 

ボランティア活動（8/23） 

⑤ かりゆし長寿大学校 第 26期生 15 人 清掃ボランティア（9/27） 

⑥ 沖縄電力（株）おきでん対話旬間による「がじゅまるの家」清掃ボランティア（40 名）（11/19） 

⑦ かりゆし長寿大学校 第 23期生 20 人 清掃ボランティア（11/30） 

⑧ 沖縄電力 百添会グループ 30人 清掃ボランティア（1/27） 

⑨ 沖縄電力 百添会グループ 30人 清掃ボランティア（2/10） 

⑩ 個人による清掃ボランティア 

 

       ✼ 毎週木曜日 10時～12 時 手づくりボランティアフルール活動 

           

 

Ⅲ 広報活動  

１）わらびの会１０周年記念特別講演開催 

 少子高齢化社会へ向かう日本において、子育てを社会で支える「成育基本法」の制定に向けて 

 日本小児科医会の取り組みやフィンランドのネウボラの紹介をしていただきました。 

テーマ：これからの小児医療と子育て支援 

 講 師：松平 隆光先生（日本小児科医会 会長） 

 日 時：平成 29年 5 月 28日 14：00～15：00（第 13回 総会終了後） 

 会 場：南部医療センター・こども医療センター2階 講堂 

 



 

 

２）その他の広報活動 

① 会誌「わらびの会だより 12号」および「がじゅまるの家だより 17号・18号」を発行して広報に努

めた。会員、一般市民、医療関係者、全国の滞在施設、各市町村、鹿児島県本島及び大島郡（奄美

大島・徳之島・沖永良部島・与論島）の関係部署へ送付した。 

② わらびの会ホームページ及びがじゅまるの家ホームページにより、会活動や情報の広報に努めた。 

③ こども在宅研究会にて「わらびの会活動」講話（11/28） 

④ ミッシャ・マイスキー チェロ・リサイタル ～ 

～ こども医療支援のためのチャリティーコンサート  協力／於：シュガーホール（12/3） 

⑤ 県寄付月間イベントにてわらびの会パネル展示 於：県庁ロビー （12/18） 

 

 

Ⅳ その他、目的を達成するために必要な事業 

1)ピアサポート活動 

平成 28年度より、沖縄県小児慢性特定疾病児自立支援に係るピアカウンセリング業務委託を受けて、

こども医療センター及び県立 北部病院でのピアサポート活動、サポーター養成のためのセミナー初

級編、活動中のサポーターのスキルアップのための講座を開講した。また、宮古島市・石垣市におい

て病児家族のための勉強会を開催した。 

① こども医療センターにおける活動 

     平成 29年 4 月～平成 30 年 3月 

     活動日：月 5 日、月～金曜日 午前 11 時～午後 3時 

     活動場所：こども医療センター 1 階小児外来 入口カウンター 

     活動団体：11 団体 

     活動回数：上半期 4～9 月 29 回、サポーター18名 延べ 55 名 

          下半期 10月～3月 30回、サポーター20名 延べ 62 名 

     相談件数：30 件 

                                  

② 県立北部病院における活動 

 平成 29 年 4月～平成 30年 3月 

     活動日：月１日、第４水曜日 午前 11 時～午後 3時 

     活動場所：県立 北部病院玄関フロア 

     活動団体：１団体 

     活動回数：上半期 4～9 月 6 回、サポーター6 名 延べ 12名 

          下半期 10月～3月 6回、サポーター6名 延べ 12 名 

     相談件数：7 件 

 

 



 

③ 各団体におけるピアサポート活動 

      ダウン症親の会・・・・・・・・・・41件 

      心臓病の子どもを守る会・・・・・・31件 

自閉症協会・・・・・・・・・・・・13 件 

       北部地域障害児者親の会 綾・・・・・6件 

       肢体不自由者父母の会連合会・・・・12件 

       がんの子どもを守る会・・・・・・・4件 

       聴覚障害児を持つ親の会・・・・・・7件 

       日本てんかん協会 沖縄県支部・・・25件 

      バクバクの会・・・・・・・・・・・30件 

      梅っこクラブ・・・・・・・・・・・1件 

                    相談件数：169件（上記 10 団体） 

 

④ ピアサポート活動周知カード作成 

    2 つ折り名刺サイズの「ピアサポーター活動周知カード」を 1,000 部作成し、関係機関及び 

相談者等へ配布 

 

２)ピアサポートセミナー初級編・ステップアップ編・勉強会 

① こども医療支援ピアサポートセミナー 

〔第 6回 初級編：8 名受講〕 

     日時：平成 29 年 11月 4 日(土) 9：00～17:00 

     会場：県立 南部医療センター・こども医療センター 2階会議室 

     講師：本田 睦子（認定 NPO法人 難病のこども支援全国ネットワーク 事務局） 

         講義内容／『難病ネットとピアサポート活動への理解を深める』 

     講師：福島 慎吾（認定 NPO法人 難病のこども支援全国ネットワーク 専務理事） 

         講義内容／『ピアサポートの心構え、子どもの難病と公的な支援』 

     講師：田中 千鶴子（神奈川工科大学 看護学部 看護学科 教授） 

         講義内容／『難病や障がいのある子と家族の理解と支援』 

     講師：諏訪 茂樹（東京女子医科大学 看護学部 人文社会科学系 准教授） 

         講義内容／『相互支援のためのコミュニケーションスキル 1・2』 

 

②〔第 4 回 ステップアップ編：10名受講〕 

     日時：平成 29 年 11月 5 日(日) 9：00～12:00 

     会場：県立 南部医療センター・こども医療センター 2階会議室 

     講師：本田 睦子（認定 NPO法人 難病のこども支援全国ネットワーク 事務局） 

         講義内容／『私たちが目指すピアサポート』『事例検討会』 

     講師：福島 慎吾（認定 NPO法人 難病のこども支援全国ネットワーク 専務理事） 



 

         講義内容／『事例検討会』 

講師：土屋 照代（認定 NPO法人 難病のこども支援全国ネットワーク ピアサポーター） 

         講義内容／『事例検討会』 

 

③〔第 2 回 宮古島 ピアサポート勉強会＆交流会：15名参加〕 

     日時：平成 29 年 11月 6 日(月)13：30～15：30 

     会場：沖縄県立 宮古病院 3 階講堂 

     講師：田中 千鶴子（神奈川工科大学 看護学部看護学科 基礎看護学教授） 

        内容／『分かち合い育てあおう♪できる時にできる分だけ』 

～家族と支援者、ともに学ぶピアサポート～ 

④〔第 4 回 石垣島 ピアサポート勉強会＆交流会：12名参加〕 

     日時：平成 29 年 11月 7 日(火)9：30～12：00 

     会場：沖縄県 八重山合同庁舎  1 階会議室 

     講師：田中 千鶴子（神奈川工科大学 看護学部 

 看護学科 基礎看護学教授） 

        内容／『分かち合い育てあおう♪できる 

時にできる分だけ』 

～家族と支援者、ともに学ぶピアサポート～ 

   ⑤ピアサポート活動視察研修 

平成２９年に立ち上がった石垣市親の会（ぼちぼちの 

会）発足者３名を宮古島市親の会活動へ視察研修派遣  

を行った。 

 

３) ピアサポート活動振り返り会 

①こども医療センターでの活動 前半（4月～9 月） 

日時：平成 29 年 10月 11 日（水）11：30～13：00 

場所：ファミリーハウス「がじゅまるの家」多目的室 マンタ 

参加者（11名）：平田 小夜子、城間 米子、西江 悦子、喜屋武 美津江、山川 ケイ子、 

宮城 稲子、片倉 弘美、金城 敦子、玉城 よし子 

事務局：盛島 美奈子、儀間 小夜子 



 

 

【活動の概要】 

・相談の経路としては、病院のポスターやチラシを見てというのが最も多く、来院時にピア 

サポーターが待機しているのをみかけて、すぐに相談した方もいらっしゃった。 

・対応の内容としては、傾聴と情報提供が主。また、親の会等への紹介引継ぎもあった。 

・相談の内容は、病状について・養育(発達)・福祉制度(手当)などがあった。 

・相談のない時は、お互いの情報交換などをして有意義だったとありました。 

・今年度より手当を増額し、ピアサポーターが協力しやすい環境づくりを行った。 

 

【これからの課題】 

・ピアサポーターの確保について 

8月に潜在性ピアサポーターさんへ活動協力依頼を出した。23名ほど案内し 2名の方が活動

協力できると手を挙げてくれた。また 11 月の養成講座修了時のアンケートにピアサポート

活動協力の有無についても回答をもらい 4名の方がすぐに協力できると返事を頂いている。 

 

②こども医療センターでの活動 後半（10月～3 月） 

日時：平成 30 年 3月 28 日（水）11:30～13：00 

場所：ファミリーハウス「がじゅまるの家」多目的室 マンタ 

参加者（17 人）：名幸 啓子、片倉 弘美、城間 米子、真栄城 正美、大城 芳野、古謝 絹子、

服部 美貴子、親富祖 久子、宮城 稲子、玉城 よし子、喜屋武 美津枝、山川 

ケイ子、西江 悦子、奈良岡 美奈子、古川 明美、儀間 小夜子、盛島 美奈子 

 

【活動の概要】 

・対応の内容としては、傾聴し助言を行った。親の会を紹介し情報の収集を行っていただいた。 

・相談の内容は、病状について、術後の生活の不安、養育（子育て)、不安などの傾聴であった。 

・相談のない時は、お互いの情報交換やサポーター同士の交流による学びができ、有意義だった。 

・その他として、受付、救急や総合案内、お子さんの見守り、入院手続きの場所、自動再来受付機

の不調、授乳室・地域連携室の場所、車いすの返却場所、トイレ、駐車券などについて訊ねられ

案内した。 

 



 

●活動を振り返って報告 

・活動はこれまでの４時間２人体制。  

・ピアサポ活動時に相談者が気軽にピアサポーターに声をかけやすい雰囲気づくりが必要。 

・受付の工夫が必要も折り紙等 子どもが興味を示すものを揃えたりと工夫を行った 

・小児科診療室へ、ピアサポの活動日程リーフレットを配布した。 

 

 

【これからの課題】 

・病棟でのピアサポ活動もとても必要性を感じる 

・ピアサポート活動の日数を増やし、開院している日には“サポーターが常駐”を目指したい。    

・ピアサポート活動の周知を引き続き行って欲しい。 

・病院ボランティアとの連携。 

 

③県立北部病院での活動 前半（4月～9 月） 

日時：平成 29 年 11月 17 日（金）11：00～13：30 

場所：カフェ 汰伊羅  

参加者（7名）：金城 美智子、伊芸 千賀子、宮城 朝子、前田 さやか、内間 須賀子 

            事務局：盛島 美奈子、儀間 小夜子 

  【活動概要】 

・病院スタッフにもピアサポ活動が理解されてきて、怪訝な顔で見られなくなった。 

やはり継続は大事だと思っている。 

・ピアサポは 2 人体制なので、1 人は病棟に上がって話を聞いたり、お母さんたちに声をかけたりし 

ている。病棟に入る時は看護師に「ピアサポ活動で入ります」と伝えている。 

・ポスター（チラシ）を小児科外来と病棟に掲示している。 

 

【上半期相談内容について】 

・発達障害の相談が増えてきている。 

 

【これからの課題】 

・今後、名護療育園での相談活動も検討したい 

 

④ 県立北部病院での活動振り返り 後半（10 月～3月） 

日時：平成 29 年 4月 4 日（水）11：00～14：30 

場所：カフェ 汰伊羅 

参加者（6人）：金城 美智子、伊芸千賀子、宮城 栄子、内間 須賀子、 

事務局：儀間 小夜子、大城 芳野 

 



 

【活動概要】 

・小児科外来や病棟には病児が少なく、相談件数が減っており、活動の場を検討する必要がある。 

・対応は、傾聴と助言が主で、助言は、サポーターが自身の経験を交えながら話をした。 

 

・綾の会相談・・・・６件 

・今回、相談の経路として、子どもの学校の先生から、「生徒の保護者が悩んでいる様子なので、

相談に乗って欲しい」という相談依頼があった。 

・初めての相談者に対して、サポーターは自身の失敗談を話すなどをして、相談者が心を開きやす 

いように配慮した。 

・グループ相談の際、最後までずっと黙って聴いていた母親が、帰り時に、「大変なのは自分だけ 

ではないと知り、気持ちが楽になった」と述べ、経験を共有することの大切さを感じた。 

 

【これからの課題】 

・お母さんたちが相談しやすくするために、活動の場を、病院だけではなく、名護療育センターでも 

行えるようにしたい。 

・サポーターを増やすために、特に、若いお母さんたちに声掛けをしていく。 

・メールや LINE だけでのやりとりをする若いお母さんたちが多く、どのようにしたら、直接会って 

 の相談に繋げることができるか。 

・お父さんたちが家族参加しやすくするための工夫（父親への助言も必要）。 

 

４) ピアサポーター実地研修 

平成 29 年 6月 2 日～3 日 

・神奈川こども医療センターピアサポート活動視察研修、ファミリーハウス「リラの家」見学及び 

情報交換（参加者：聴覚障がい児を持つ親の会/真栄城、波の会/山川、事務局/儀間、盛島） 

・「難病のこども支援全国ネットワーク」主催の『第 39回こどもの難病シンポジウム』参加。 

＊各地で取り組んでいる小慢事業のポスター発表や事業取り組みについて先進地の活動を学び、当会

ピアサポート事業において取り入れた。 

      

 



 

５）「がじゅまるの家」における預かり保育の実施 

   平成 29 年度の実施２件 

    10/10 ４時間 石垣市０才児 

    10/13 ４時間 石垣市０才児 

     

６）第５回 わらびの会 合同クリスマス会開催 

   病気や障がいのある子とそのきょうだいのために「こどもが主役のイベント」を実施し、日頃

の頑張りを称える。いつも看病しているお母さん・お父さんたちへリラックスできる時間を提

供することを目的に５回目の開催。今年度も金秀青少年育成財団のご支援を頂きました。 

病気や障がいをもつ子どもと家族は外出が難しく、家に籠り、社会から孤立しがちであり、

また、きょうだいは、常に我慢を強いられている。子ども達と家族が嬉しそうに好きなブー

スをまわり、ステージプログラムを楽しんでいる様子から、本イベントの目的である、子ど

もと家族が一緒に楽しい時間を過ごし、家族の絆を深めることが達成できた。また、お母さ

ん、お父さんにとっても疲れが癒され、ゆんたくカフェコーナーでは、家族同士の交流から、

互いに支え合う仲間づくりの場にもなったと思われる。さらに、このイベントをとおして、

学生ボランティアやイベントに関わる様々な方々が、病気や障がいのある子どもと、その家

族の現状を理解する機会となり、支援の輪の広がりを感じた。今回も各ブースはボランティ

アの協力を頂いた。感謝申し上げます。 

日  時：平成 29 年 12 月 9日（土）14：00～17：00 

場  所：県立南部医療センター・こども医療センター １階小児外来 

参加者：３１３人（こども 121 人、保護者 87人、スタッフ及びボランティア 105人） 

プレゼント提供：金秀青少年育成財団（助成金）、在沖米空軍 嘉手納基地 

     対 象：わらびの会 各構成団体家族、入院中の病児家族、病院スタッフ、ボランティア他 

    

   ７）こども医療支援基金 

① こどもラジオ「キラキラぷれぱランド」放送開始 

  目 的：こどもラジオをとおして、医療センターに入院する子どもたちを勇気づけ元気づけるこ

と。同時にこどもたちに寄り添う病院の方々を紹介することで医療センターを多くの県民

に周知・啓発し、医療センターへの理解を深め、支援に繋がることを期待する。 

  提 供：わらびの会 こども医療支援基金 

  放送曜日：毎月第２・４水曜日 09：30～10：00 放送局エフエム那覇（78.0 メガヘルツ） 

    放送形態：収録放送   

放送開始：平成 29 年 10 月 11 日（水）9：30～10：00 平成 30 年 3 月まで 12 回放送。 

放送内容：前半 15 分 おたよりボックスを病院内に設置し、こどもたちのお便りやリクエス 

ト曲を紹介。 

       後半 15 分 お仕事学ぼう、病院スタッフ（医師、看護師、ＣＬＳ，保育士、栄養士、 

ボランティア等）へのインタビュー 



 

  スタッフ：パーソナリティー（病院ボランティア・病院職員） 

ディレクター（平良恵津子・エフエム那覇） 

  ポッドキャスト、ネットやスマホで聞くことができる。 

 

② 胎児棺（エンゼルボックス）の提供 

  趣 旨：この世に生を受けて、遊ぶ事も知らないで天国へ行ってしまった小さなこども達に、夢

と希望を与える事をしたい。親たちは、心の余裕もなく、金銭的余裕もなく、病院で準備

された箱を使用して葬儀となっている。病院での格差がでている。おもちゃも知らないで

天国に行ってしまうこども達に、おもちゃの楽しさを知ってもらう旅立ちとしたいので、

おもちゃのプロの作ったエンゼルボックスで天国に送りたい。 

  製作：太平木工事業協同組合、協力：森林組合 

     平成 29 年度は医療センターに 100個（中・大 各 50 個）準備（平成 30 年 1/29 納品）、 

組み立て式。中に布団、おもちゃ（ボランティア作成）等を入れる。 

今後は県全体に広げていく。 

 

★ 夢プロジェクト検討委員会、実行委員会開催 

  検討委員会 

委員８名（真栄田 篤彦、安次嶺 馨、呉屋 良信、稲福 恭雄、慶佐次 操、志茂 英之、 

        宮城 雅也、親川 武司、事務局） 

   委員会開催：8回 

   現地視察見学：6/19～6/20 ６人参加  

あおぞら共和国（山梨県白州町）、若楠療育園・どんぐり村（佐賀県鳥栖市） 

   糸満市長（上原 昭）表敬訪問 3人参加 

   南の島夢プロジェクト建設趣意書を糸満市議会議員提出（12/12） 

   糸満市議との懇談会 8 人参加 

 

  実行委員会 

   委員４名（真栄城 守信、山村 哲也、名幸 啓子、下門 咲子、事務局） 

   委員会開催：4回、第 1 回（9/15） 

   糸満市観光農園 視察見学（1/16） 

 

 寄付 88 件、寄贈 211 件（個人 173、団体 38）多くのボランティアのご支援ご協力を 

頂きました。感謝申し上げます。 

 

 

 



 

☆ ファミリーハウス「がじゅまるの家」利用者の声 

                    〔利用者ノートより 平成 29 年 4月～平成 30年 3月〕 

 

＊1 ヶ月間の入院中、外泊 OK の期間を利用してこちらにお世話になりました。こちらの施設

の皆さん、病院関係の皆さん、出逢った方々にとても感謝しています。院内の森川学級の先

生方にもとても感謝しています。初めての入院、治療がこんなにも心の負担なく過ごせたの

もこの病院のシステムのお陰です。こちらの病院やがじゅまるの家を利用する方々に関係す

る方々の病気等が早く治ってゆくように。元気いっぱいのこども達になるように。いつまで

も忘れずに祈っております。いつの世までも健康ですくすく育ちますように。 

石垣市 Ｔさん 

＊生後 2ヶ月頃からお世話になり、子どもは 7 月で 5歳になります。「大きくなったねぇ～。」

とスタッフの方のお声かけに共に寄り添って子どもの成長を見守っていただいていることに

とても嬉しくありがたさを実感しています。皆様のお気持ちのおかげで、病院通いしながら

もとても元気に過ごしている每日に感謝の気持ちでいっぱいです。いつも変わらぬ清潔感あ

ふれるがじゅまるの家はスタッフの方、利用者の方の気持ちがあらわれているなぁと思いま

す。帰りのお掃除だけは心を込めてありがとうの気持ちを込めてやっています。いつまでも

親子にとって安心させていただく場でありますように。いつもありがとうございます。 

石垣市 Ｓさん 

  

 ＊娘が生まれ早 9 年近くこの医療センターに通院しています。体も大きくなり今まで状態

をみながらそろそろカテーテル検査を受けてみようかと 2日間入院することになりました。

そこで自分は本島北部からの入院となり遠方ということもあって近くで宿泊先はないかと探

していた所、がじゅまるの家という施設に目がとまりお願いする事にしました。心よくがじ

ゅまるスタッフさんが出迎えてくれてとても印象的でした。病院からの帰りも「お帰りなさ

い」と。また、娘の検査次第ですがもしまたお世話になる事がありましたら、宜しくお願い

します。看病する方としてはなくてはならない施設だと本当に実感しました。本当にありが

とうございました。                        名護市 Ｗさん 

 

＊先月に続き検診へ。今回は１人で利用。7/11 待ちにまった検診…。エコー検査が長く続き

Dr２人で話しながら見ているエコー。「何か！？」 と思い診察の後、Dｒから「子宮筋腫が

大きくなっている。その周りにも血液がたくさん流れていて気になる。悪い方にも考えかね

ないので MRIを…」と言われた瞬間涙が止まらず思わず「１時間後にまた来てください」と



 

言われたのにもかかわらず、病院へ居ることができず、ファミリーハウスへ一時帰宅。玄関

で声をかけてくれた寮母さんに話をし号泣。その時、寮母さんが 優しく抱き寄せてくれ言

葉をかけてくれました。１人だった私にはすごく「母」のような思いをさせてくれました。

それから休憩しまた病院へ。心が重くて重くて…。「診察をもう一度してみましょう」という

Dｒの言葉も頭に入らず。でも嬉しさに変わりました。なんと朝は大きくふくれ上がっていた

子宮筋腫が見事になくなっていたのです。信じられませんでした。Drもいろんな先生に聞き

「お腹が張ったりしているとエコーでそう写る時もあるらしいからもう一度見てみては！？」

とアドバイスをしてもらったよう。Dｒも安心。「大丈夫ですよ！！」 っていう言葉でまた

嬉し涙。ハウスに戻り寮母さんへ報告。寮母さんも安心し、涙を流して下さいました。本当

にご心配おかけしました。また一緒に泣いてくださりありがとうございました。いつも温か

い寮母さん、ハウスの方々。来月もまたお世話になります。来月はずっと笑っていられるか

なぁ。                           和泊町 Ｓさん 

                                                           

＊初めての利用でしたが、本当にみなさんの温かな対応がとても嬉しかったです。急な息子

の事故で私達家族は気が動転していましたが、每日励まして下さり、心強かったです。きっ

と長い時間はかかってしまうかもしれませんが、いつか息子を連れてこれたらと思っていま

す。本当に有り難うございました。 

京都府 Ｗさん 

 

＊初めて、お世話になりました。びっくりするほど、スタッフの方みなさん優しくて心が楽

になりました。病院内に 3 日ほど泊まっていた為、体がきつかったのですが、こちらに来て

からすごく居心地が良く、ずっといたいぐらいでした。他に、泊まってる方も優しかったで

す。人の優しさに、ふれた 3日間でした。本当にありがとうございました。忘れません。 

                               徳之島 Ｗさん 

  

＊今回 2 回目の利用となり、初めて息子と 2 人連泊しました。スタッフの皆さんにいろいろ

お話を聞いてもらいスッキリしました。また、4 人目が産まれたらお世話になると思います。

またその時はよろしくお願いします。ありがとうございました。                                         

沖永良部島 Ｉさん 

 

＊島の診療所では、見れないと言うことで急に一泊することになり、お部屋など調整して頂

きありがとうございました。3 年前、末チビを妊娠中 MFICU よりこの部屋に一ヶ月間お世話に

なり、昨年は長男の入院手術の際。今年も次男の入院手術の際は、流動食が食べれずソーメ

ンなど調理させて頂き、大変助かりました。病気しないのが一番ですが、子供が又何かあっ



 

た時、こども病院に来る時は、よろしくお願い致します。離島は、不便な事がたくさんあり、

ここがあって本当助かっています。いつもありがとうございます。 

阿嘉島 Ｋさん 

 

＊丸 3 ヶ月間、大変お世話になりました。岡山県から沖縄に手術・入院となった時は、3ヶ月は

長くて、とても不安でしたが、いざ帰る日になると本当にあっという間でした。子どもも、1

度も泣くことはなく（さみしいなどで）とても居心地良かったのだと思います。3ヶ月間あっと

いう間だったのは、親である私も、とてもこの滞在を楽しむことができたからでした。ミシン

やアイロンをお借りして、趣味の手芸をしたり、毎週木曜日のフルールさんの集まりにも参加

させて頂いて、いろいろ教えて頂けたのは、とてもいい気分転換にもなりました。何より、皆

さんがとてもアットホームな雰囲気で、いつも声かけして下さったので、子どももお家だね（沖

縄にいる間の）と言っていました。 

岡山に帰ったら、下の子たちの面倒や家事など、ここにいたようにはゆっくりとはできません

が、沖縄で手術してリハビリをして良かったと、もっと言えるように、皆で頑張って行きたい

と思います。「がじゅまるの家」の皆様、本当にお世話になりました。また沖縄に来る時は、寄

らせて下さいね。ありがとうございました。がじゅまるのいえ たのしかったです。ありがと

うございました。                          岡山県  Ｎさん                                                                                

  

＊がじゅまるのスタッフの皆さん、温かく迎えてくださりありがとうございます。娘の手術

も無事、成功し一安心しています。今後は、経過を見ながら二回目の手術となりますが、

成長を見守り、寄り添っていきたいと思います。こども医療支援や滞在施設、ボランティ

アスタッフのサポートに感謝し、私も出来ることからサポートや支援をしたいと思います。

娘が病気になり、手術する話になった頃、こちらの事を聞きました。私達は本島内に住ん

でおり、通院するのはまだ可能な距離ではありますが、精神的、身体的な面で、ものすご

く負担でした。こちらを利用される方の殆どが遠方よりいらっしゃる方達と聞きました。

皆様の負担（いろんな面での）大変だと思います。私達もこれから先、こちらを利用され

る方達のサポートを、微力ながらできればと思います。事情を說明した後、快く宿泊させ

ていただき感謝しています。本当にありがとうございました。 

うるま市在  Ｓさん 

                                                            

＊11/13、娘の体調の異状から救急へ、診察の結果、即入院。これといった治療方法もないた

め、日々の数値結果から治療の判断をするような状況の中、ステロイド剤による投薬治療、

一進一退をしながら悪化していく状況で、12/4 こども医療センターへ転院。離島からの転

院であったため、宿泊場所を探さなければならない中「がじゅまるの家」を紹介してもら

いました。病院での慣れない看護で心身ともに、疲れた中、スタッフからの心温まる声か

けにより自分の気持ちを奮い起たすことができ、明日もがんばろうという気持ちになりま

した。職場が離島であるため、12/8には、私一人帰島。家族別々の生活でした。（非常に寂



 

しい每日でした。） 12/26から年休をフルに使い本島へ「がじゅまるの家」でお世話にな

りました。年末年始という中「病院での年越しか…」と思っていたところ娘の病状が好転

『外泊許可』がもらえました。12/31 は「がじゅまるの家」で年越しそばをいただき、久し

ぶりに家族で“川の字”で床につくことができ感涙でした。これも一重に「がじゅまるの

家」と温かく迎え入れてくれるスタッフの皆さまのおかげだと感謝しております。ありが

とうございました。 

宮古島市  Ｕさん  

 

＊初めての利用でしたが、みなさんの「おかえりなさい」「いってらっしゃい」の笑顔に、

本当に元気づけられました。息子もおかげ様で快復に向かい、みなさんから每日、息子

の状況を聞かれ、家族のように心配してもらったり喜んでもらえて嬉しかったです。ま

た息子と一緒に元気な姿でがじゅまるさんを尋ねます。このような施設を利用できたお

かげで、みなさんの優しさに触れることが出来ました。ありがとうございました。また、

お会いする日まで！                      愛知県 Ｓさん 

 

＊３ヶ月の長期間、本当にありがとうございました。今回、初めての利用でしたが、スタ

ッフさんがいつも優しい言葉を掛けてくれ、とても親切にしてくださり感謝・感謝の每

日でした。また、私と同じようにがじゅまるから NICUに通っているお母さん達ともお友

達になり、お互い励まし合いながら頑張る事ができました。ここにきて出会ったお母さ

ん達とは、これからもずっと分かり合える仲間としてつながっていきますね。本当にあ

りがとうございました。                   石垣市 Ｈさん  

 

＊初めての出産、南部医療に緊急搬送され、25 週という早さで、息子を生んでしまいまし

た。長期になる為、どうしたらいいのか、悩んでいた所、こちら「がじゅまるの家」を

紹介されました。８月の後半から、今日まで６ヶ月間、本当にがじゅまるさんスタッフ

の温かい場所で、やってこられました。本当にありがとうございます。月１回来ると思

いますが、また宜しくお願いします。         

    宮古島市 Ｔさん 


