
 
 

平成３０年度 事 業 報 告 

（平成 30 年 4 月 1 日から 31 年 3 月 31日まで） 

 

 

Ⅰ 病院ボランティアに関する事業 

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 25 期・26期こども支援ボラ

ンティア養成講座及び活動するボランティアのスキルアップのための勉強会を実施することが

できました。心より感謝申し上げます。 

 

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：「これからの病院ボランティア」  

  講 師：吉村 規男（ＮＰＯ法人日本ボランティア 

協会理事長） 

  日 時：平成 30年 12月 13日（木）18：00～19：00 

  場 所：県立南部医療センター・こども医療センター２階講堂 

  参加者：約４５人 

 

２）病院ボランティア養成講座の実施  

   会 場：琉球大学医学部附属病院 ５階 看護部 会議室（第 25期） 

      県立南部医療センター・こども医療センター 2階会議室（26期） 

 

《第 25 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 8 月 4 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 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） 

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 

   「医療センターにおけるボランティアの必要性」 

講師：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：医療センター・琉大附属病院で活動中の病院ボランティア 

⑧ 講座 7 

「グループワーク＆まとめ」 

  講師：先輩ボランティア 9人 、受講者全員   
          

《第 26 期 こども支援病院ボランティア養成講座》受講者 25 人  

日 時：平成 31 年 2 月 11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 紀子（琉球大学医学部小児科医局長） 

   講師：松田竹広（県立南部医療センター・こども医療センター 小児血液・腫瘍内科副部長） 

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 

 「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 

〔第９期・講師／佐渡山美智子 氏 〕 〔第９期・受講者によ〕 

 



 

 

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 

 

★ ボランティア活動状況 

○こども医療センター 

・第 25期養成講座受講者 8名実習、4 名が活動。 

・第 26期養成講座受講者 14 名実習、8人が活動。 

・平成 30 年度登録人数 95名。活動人数：56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 

・活動場所：小児外来、小児病棟（４・５階） 

・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。 

 

○琉球大学医学部附属病院 

・第 25期養成講座受講者 2名実習、活動には至らなかった。 

・第 26期養成講座受講者 4名実習、１名が活動。 

・平成 30 年度登録人数 15名、活動人数:14 名。 

・活動日：月・水・金 10：00～12：00。  

・活動場所：外来ロビー、小児科外来・小児病棟 

・活動内容：受付の案内、車いす介助、病児きょうだいの遊び相手、見守り。 

 
 

Ⅱ 遠隔地病児家族等の宿泊施設運営事業 

１．ファミリーハス がじゅまるの家 10 周年記念イベント 

１）～たくさんの「ありがとう」を伝えたい～  

   日時：平成 30年 11月 17日（土）14：00～16：00 

   場所：タイムスホール（那覇市久茂地） 

   主催：（公財）沖縄県保健医療福祉事業団 

   共催：ＮＰＯ法人こども医療支援わらびの会、沖縄タイムス社 

   来場者：約 250名 

 ①特別講演 

   ・全国で展開する子どもと家族のための滞在施設 

    講師：江口八千代（認定ＮＰＯ法人ファミリハウス理事長） 

   ・医療と生活の繋がり～患者家族に寄り添う～ 

    講師：宮城雅也（県立南部医療センター・こども医療センター 母子センター長） 

   ・ファミリーハウスがじゅまるの家～多くの人に支えられ 10周年～ 

    講師：儀間小夜子（ＮＰＯ法人こども医療支援わらびの会事務局長） 



 

 

 ②スペシャルライブ 

しおり（シンガーソングライター）「Smile」他 

聴覚障がい児親の会こどもたちと、ハウススタッフに 

よる手話ソングスマイルのコラボ 

 ③「がじゅまるの家のたからもの」発行 

利用者の声・お便りをまとめた冊子を来場者に配布 

 ④わらびの会ブース展示 

    わらびの会 10 周年記念パネル及び 記念誌「がじゅまる 

  の家のたからもの」、会誌、リーフレット他 

 ⑤手づくりボランティアフルールによるチャリティーバザー 

 

２）がじゅまるの杜の整備 

10 周年を記念して、がじゅまるの家の北側、がじゅまるの杜を事業団に整備して頂いた。階段

を設置し法面に花壇をつくり、シンボルツリーにはホウオウボク、周辺にクメノサクラを植栽し

ました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

３）感謝状贈呈 

わらびの会理事長より、これまで多大なご支援をいただいた企業 7社・個人３名へ感謝状を贈呈

しました。 

 

２．ファミリーハウス「がじゅまるの家」受託運営等 

１）がじゅまるの家 運営 

①スタッフ 10 人によるシフト制 ～ 24時間 365日稼働。 

②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 

③平成 30 年度 利用者延べ人数 3,971人（病児 908人含）。 

④居室 稼働率 平均 66.9％   利用家族平均 31家族。 

⑤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） 

⑥事業団へ業務報告書提出  毎月（事業報告、宿泊者名簿、会計収支報告、請求書） 

⑦ファミリーハウスがじゅまるの家だより 19号（5/31）、20号（10/30）発行 

⑧「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（201冊） 



 

 

２）ハウス運営協議会開催（平成 30 年 3 月 5 日） 

参加：県立南部医療センター・こども医療センター(地域連携室・総務課)、事業団、わらび

の会事務局、ハウスマネージャー 

    以下の５件等について意見交換を行った。 

① 病院との連携 

病院退院後のハウス利用（長期）が増えている（経過観察、数週間毎の検診など）。病院から

のハウスへの連絡がないため、スタッフや家族は不安。病院でのカンファレンスにスタッフ

の同席は可能か。感染症の患児家族の利用について。 

○意見：ハウスが病院の近くにある事から安心であるため、紹介していると思う。 

    感染症については、専門の医師等で協議が必要。 

② きょうだい児支援 

ハウス利用している病児のきょうだい児の院内「みなみの子保育園」に空きがある場合に利

用可能か。 

○意見：保育士の数が限られているので、預かる子どもにも制限がある。常にいっぱいの様子、 

担当者に確認する。 

  ③ がじゅまるの家周知 

    病院スタッフ（特にＮＩＣＵ，ＰＩＣＵ、小児病棟担当）に紹介、ハウス見学してほしい。 

   ○意見：異動時スタッフ対象のオリエンテーション時にハウス見学は難しい。 

  ④ 成人利用の現状・・・・平成３０年度は延べ 366人 

  ⑤ 離島振興会、鹿児島県よりの支援について 

   ○意見：県内離島、鹿児島県（奄美群島）からの利用者が多い。ハウスの経年劣化（10 年）

による設備備品の修繕・更新、光熱水量費の増加によりハウス運営が年々厳しくなって 

いる。利用料金の見直しが必要。 

 

３）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（6/11,2/10）、施設の定期自主検査を行い利用者の 

安全に努めた。 

② 第 19 回ＪＨＨＨネットワーク会議参加（10/13-14）。 

 於：福島県３人参加（ハウス：宮城・山川）、（事務局：大城） 

  ③ ハウススタッフ勉強会 テーマ：きょうだい支援 講師：藤村真弓先生 （11/29） 

 

４）「がじゅまるの家」視察見学者 

① 鹿児島県くらし保健福祉部次長、子ども家庭課長・主査 ハウス視察見学（8/29） 

② 平成 30年度・第 28 期 かりゆし長寿大学校 健康福祉学科 火曜日コース 28人、木曜日コース 

32人来訪。講話とハウス施設見学（9/18・9/19）。 

③ 糸満市児童センター母親クラブ ハウス視察見学・講話（10/10） 

④ 九州大学大学院医学研究科保健学部門 濱田先生施設見学（11/25） 



 

 

⑤ 南風原町民生・児童委員 ハウス視察見学・交流会 5人参加（2/20） 

⑥ 豊見城市母子保健推進委員ハウス見学・講話 12人参加（3/25） 

⑦ その他、個人多数 

              

５）ハウス利用者との交流 

①日本盲導犬協会の協力により平成３０年度も盲導犬がハウス訪問、利用者・こどもたちとふれ

合い、楽しい一時を過ごしました（11/29）。 

②第 6 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、ハウス利用者

も家族で参加し、他団体の親御さんとの交流ができた。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をいただき、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（12/8）。 

また、がじゅまるの家では、１０周年記念シンポジウム慰労会および利用者交流会を行い、その

様子をＲＢＣテレビに取材いただいた（12/27） 

 

６）ボランティアによる活動 

①かりゆし長寿大学校 虹の会 8 名ボランティア活動（4/12） 

②沖縄電力対話旬間 清掃ボランティア活動（職員４０人）（10/27） 

③おきでんグループボランティア互助会 ハウス清掃ボランティア活動（参加３０人）（12/1） 

③個人による清掃ボランティア 

 

７）がじゅまるの家「ハウス Cafe」開催（4/19） 

  「がじゅまるの家」を近隣の皆様に知って頂こうと『ハウス Cafe』

を開催しました。内容はハウス見学、500 円ランチ・スイーツ提供、

手づくりボランティアの作品販売など用意し、お昼の一時を楽しんで

頂きました。チラシ配布が功を奏し医療センター、栄養士会、薬剤師

会、小児保健センター、新川地区などから 80 余名の多くの方に来所

頂きました。 

    

✼ 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）マスメディアをとおして 

①RBCテレビ ニュース「みらいへの道しるべ」ハウス取材 報道（1/10） 

②沖縄タイムス社、琉球新報社による記事紹介 

   

２）その他の広報活動 



 

 

① 会誌「わらびの会だより 13号」および「がじゅまるの家だより 19号・20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） 

④こども医療センター１階ギャラリーにて「がじゅまるの家１０周年記念」パネル展示（1/18～2/4） 

 

Ⅳ その他、目的を達成するために必要な事業 

１．ピアカウンセリング事業 

１）ピアサポート活動 

平成 28 年度よりの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受託事業は、

今年も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。今年は石垣市より親の会（ぼ

ちぼとの会）の 3人がセミナーを受講した。 

 

   ①こども医療センターにおける活動 

     平成 30年 4 月～平成 31 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：９団体 

     活動回数：上半期 4月～9月 30回、サポーター 16 名、延べ 58名 

           下半期 10 月～3 月 29 回、サポーター 15名、延べ 57名 

     相談件数：14 件 

 

   ②県立北部病院における活動 

     平成 30年 4 月～平成 31 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  月～9月 ６回、サポーター 5名、延べ 12名 

            下半期 10月～3月 ６回、サポーター 5名、延べ 12名 

     相談件数：5 件 

 

 ③各団体におけるピアサポート活動 

     相談件数： 129件 

      活動団体：ダウン症親の会、心臓病の子どもを守る会、聴覚障害児を持つ親の会、 

           日本てんかん協会「波の会」、肢体不自由児者父母の会連合会、 



 

 

           自閉症協会（まいわーるど）、バクバクの会、梅っこクラブ、 

わらびの会事務局 

 

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 7回 初級編：13名受講] 

    日 時：平成 30 年 11月 10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 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/『ピアサポート活動の心構え、小児慢性特定疾病医療費の見直しに向けて、 

親の会の活動と親支援について』 

    講 師：田中千鶴子（神奈川工科大学 看護部 人文社会科学系 准教授） 

    講義内容/『病気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 5 回 ステップアップ編：14名受講] 

     日 時：平成 30年 11月 11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：小祝南子（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ピアサポーター勉強会 [中南部地区：14名受講]        

     日時：平成 31 年３月２８日（木） 11：00～12：30 

      会場：沖縄小児保健センター ３F 

     講師：森脇千夏（沖縄県自閉症協会） 

         講義内容/『発達障がいについて』 

 

④ピアサポーター勉強会 [北部地区：8 名受講] 

日時：平成 31年３月２9 日（金） 11：00～12：30 



 

 

     会場：名護療育医療センター ２F 包括支援室 

    講師：森脇千夏（沖縄県自閉症協会） 

        講義内容/『発達障がいについて』 

 

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 上半期（４月～９月） 

     日時：平成 30 年 10月 16 日（火）11：30～13：00 

     会場：がじゅまるの家多目的室「マンタ」 

     参加者：13名 

 ②こども医療センターでの活動 下半期（10 月～３月） 

     日時：平成 31 年 3月 28日（木）1２：30～13：３0 

     会場：沖縄小児保健センター ３F 

     参加者：15名 

 ③北部病院での活動 上半期（４月～９月） 

     日時：平成 30 年 11月 7日（水）11：00～14:30 

     会場：新風料理 風（かじ） 

参加者：８名  

 ④北部病院での活動 下半期（10月～３月） 

     日時：平成 31 年 3月 2９日（金）12：30～13:30 

     会場：名護療育医療センター ２F包括支援室 

     参加者：９名 

 

○振り返り会では、主に「相談者が気軽に立ち寄れるには」について話し合い、北部地区では、活動の場を 

広げたいという要望から、名護療育医療センターに協力依頼を行った。また、発達障がいについての相 

談が多いというサポーターの声を受け、それぞれの地区で「発達障がいについて」の勉強会を開催した。 

 

４) ピアサポーター実地研修 

平成 30 年 6月 8 日～9 日 

・国立成育医療研究センターピアサポート活動視察研修、医療型短期入所施設「もみじの家」、「マ

クドナルドハウス せたがや」、見学及び情報交換（参加者：バクバクの会 沖縄支部/名幸 啓子、

自閉症協会/谷口 曜子、事務局/大城 芳野） 

・「難病のこども支援全国ネットワーク」主催の『第 40回こどもの難病シンポジウム』参加。 

 

＊実地研修をとおして、寄り添う支援について改めて考えさせられた。寄り添う支援とは、サ

ポータが主体となって行動するのではなく、相談者が自ら心を開くまで見守り、待つことが重

要な時もある。その為の安心や癒しとなる環境や雰囲気づくりも大切な支援の一つと理解した。 

      



 

 

２．わらびの会合同クリスマス会 

・第６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どもや入院している病児・そのきょうだいが楽しい時間を過ごせるように、

「こどもが主役」のイベントを実施した。今年は新しい試みとして、わらびの会構成団体親の会同

士の交流を目的に加え、参加型イベントとし、ステージ発表では、子ども達が自分の特技（ダンス

や手話ソングなど）を披露する場となり、各ブースは、親の会やボランティアの方が担当となり、

子どもと家族が、ゲームコーナーやクラフトコーナーをスタンプラリー形式でまわれるように設置

した。また、日頃、看病や子育てに奮闘しているお母さん、お父さん向けのカフェコーナーの他、

マッサージのブースを設け、リラックスする時間を提供した。最後は、サンタクロースから子ども

たち一人ひとりへクリスマスプレゼントが贈られ、クリスマスの楽しい思い出となるイベントを実

施することができた。 

   子どもと家族が一緒に楽しい時間を過ごしている様子から家族の絆が深まり、また、参加型イベン

トとしたことで、親の会同士、家族同士の交流も深められ、互いに支えあう仲間づくりの場となり、

本イベントの目的を達成することができた。今回も多くの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 30年 12月 8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：２７０人（こども 116人、保護者 75人、スタッフ及びボランティア 79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、ハウス利用者、ボランティア 他 

    

   

 

 

 

 

 

 

  

 

３．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 

   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スタッフ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 Mhz） 



 

 

     放送形態：収録放送   

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）の提供は平成３０年度はなかった。 

   

４．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：6 回 

※ 平成 30 年 5月 7 日、「南の島夢プロジェクト～童（わらび）どう宝」建設敷地提供につい

て、糸満市長（上原昭）、糸満市議会議長（大田守）宛提出したが、糸満市長より 

「建設敷地として提供することは現状厳しい」との回答を頂いた。 

浦添市からも打診あったが、当会の目的に沿わず、断念した。 

     ・愛楽園現地視察見学：平成 30年 11/18（日） ８人参加  

       宜寿次政江さん・金城自治会長に愛楽園の歴史について講話いただく。 

     ・検討委員会にて愛楽園に目的地を絞ることが決定（平成 31 年 1/28）。 

     ・趣意書「南の島夢プロジェクト～童（わらび）どう宝」建設について、名護市長（渡具 

知武豊）宛、企画書「国立療養所沖縄愛楽園をこどもたちが集い、遊び、学ぶ場に」 

を名護市地域政策部企画情報課企画調整係 係長宛郵送（3/14）。 

 

   ○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、わらびの会 事務局） 

     委員会開催：４回、 

   現地視察見学：若楠療育園・どんぐり村（佐賀県鳥栖市）（6/20～6/21）5人参加 

    

寄付 104 件、寄贈 220 件（個人 180、団体 40）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 30年 4月～平成 31 年 3 月〕 

 

 ＊初めての利用です。息子が琉大病院に長期入院となりました。一時退院にあわせて春休

みである妹（児のきょうだい）を石垣から呼び兄の治療環境を見せました。私と息 

子、娘の 3 人でゆったり整ったがじゅまるの家で 5日間過ごさせて頂きました。いろ 

  いろな不安のある中、電話での対応を含めご親切な対応にも心強く助かりました。 

琉大病院までは少し距離がありますがまた機会があれば利用させて頂きたいです。 

ありがとうございました。                 石垣島 Ｎさん 

 

 ＊初めて大阪から来ました。2泊 3日で 3 才の息子の検査及び診察です。職員の皆様方に

参考になるお話をしていただいたり、息子のために融通の利いたご対応、そして親身で

家族的なご対応、大変感謝致します。息子の検査のために あと数回お世話になると思い

ますがよろしくお願いします。                大阪 Ｏさん 

 

 ＊沖永良部の病院にて約 2ヶ月早く誕生した息子が県立南部医療センター・こども医療

センターへヘリ搬送され・・・。その日から「くいな」、「さくら」、「いじゅ」と滞在さ

せていただきました。今日、東京の病院へ転院しますが息子の次のステップへ進めるこ

とが嬉しいのと・・・約 6ヶ月間親身になって接して下さったスタッフの方々とさよな

らするのがさみしい気持ちと色んな気持ちが入り混じってます。次 みなさんと会える時

は、家族みんな一緒に笑顔で会えるのを楽しみにして頑張ります！！！ 

 素敵なハウスで過ごした 6ヶ月間は、私の宝物です。ありがとうございました。 

 みなさんの事が大好きです。                                沖永良部島  Ｎさん 

 

 ＊「おぎゃあ！！」という元気な産声をあげて早 1か月が過ぎました。生まれるまで気

付かなかった息子の心臓病・・・。石垣の病院で無事にお産を終えたと思いきや本島の

病院にヘリで搬送となりました。体力、メンタルどちらもズタボロの状態でしたが宿泊

先「がじゅまるの家」のスタッフさんがとても優しく親切にしてくださり・・・（涙）居

心地がとてもよかったです。息子の手術も無事に終え順調に回復しています。今後も通

院などで利用させていただくと思うのでその時はまたお世話になります。「がじゅまるの

家」は息子の第 2のお家です。長期間お世話になりました。ミーハイユー❀     

石垣市 Ｋさん 

 

＊がじゅまるの家さんは、今回で 2 回目の利用でした。 

  今回は息子（8 才）の手術前検査でお世話になりました。がじゅまるの家のスタッフの

方々は、やはり温かく迎えて下さり安心して過ごすことができました。自炊も出来て洗濯、



 

 

乾燥機もあり何の不自由もなく過ごせることがありがたく感謝の気持ちでいっぱいです。

次は手術で再度お世話になります。2 週間と長期になりますがよろしくお願い致します。

下の娘が滞在中誕生日というお話をしたらお店をネットで探してくださり本当に助かり

ありがたかったです。ありがとうございました。               宮古島 Ｇさん   

 

 ＊初めてこちらの「がじゅまるの家」さんにお世話になりました。こういう場所があるこ

とを初めて知り、とても感動をしました。スタッフの皆様もとても良い方達で安心して毎

日を過ごすことができました。短い時間でしたがお世話になりありがとうございました。 

静岡県 Ｍさん 

 

＊伊江村より、南部の病院での手術の付き添いで宿はどうしようと悩んでいましたが、が

じゅまるの家を知り、対象者は子どもの付き添い者とのことでしたが空きがあるとのこと

で、利用させていただきました。手術の付添いが初めてで不安もありましたが、スタッフ

さんの一言一言があたたかく、このような宿にめぐりあえたことにうれしく思います。台

風の日もありましたが、安心して過ごせまた。本当にありがとうございました。  

                                   伊江村  Ｔさん 

  

 ＊緊急入院で、ホテルも取れず、一日目は読谷の親戚宅に泊まり、行き 8,000円のタクシ

ー代、また、朝 南部医療センターまで、朝２時間くらいかかり、どうしようかと思って

いました。がじゅまるの家が、受けてくださり本当に嬉しかった、その夕方、虹がかかっ

て「がじゅまるの家」は、命の架け橋そのものだなあと思いました。すべての子どもたち

が、幸せに、そして平和な世の中を願ってこれからも、スタッフの皆様方、頑張って下さ

い。私達遠く粟国島ではありますが、なにかできることが、あればと思っています。本当

にありがとうございました。              粟国村 Ｎさん(成人利用) 

 

 ＊がじゅまるの家にお世話になり 10 年過ぎました。今まで本当にお世話をかけました。こ

れからも益々お世話かけますが、どうぞよろしくお願いします。 

みなさまにとっても良い 1年になりますように、お願いいたします。 

たくさんのおみやげプレゼントありがとうございました。     与論島 Ｙさん 

                         

＊離島からの利用です。急な出来事で何も準備する間も無く、必要最低限な手荷物のみ持っ

てあわただしく本島へ来た状態で、身内を頼って身を寄せながら病院へ通っている状況で、

本当につかれ果ててしまった…こちらを利用させて頂き本当に助かりました。病院泊が多

かったため、ゆっくりこちらで、休む事は出来ませんでしたが、1、2時間ここへ帰って来

て、シャワーへ入り、せんたくをしてと、普段の生活と変わらず過ごせた!!それだけでも

心と体のつかれがいやされました。一番のいやしは、笑顔で迎えてもらって、笑顔で見送

ってもらって、いつも色々気にかけて頂き、話を聞いてもらえた事です。本当に感謝して



 

 

います。ありがとうございます!! 書きたい事いっぱいになっちゃって…すみません。 

                                   久米島 Ｏさん 

 

＊千葉県在住、里帰り先の宮古島から切迫早産のため南部医療センターへ搬送されました。

NICU での長期入院は確実、宿泊先をどうしようかと思っていたところ、看護師さんにがじ

ゅまるの家を紹介してもらい、利用させて頂きました。 

初めてこういう場所があることを知り、感激しました。終わりの見えない息子の入院生活

…心が折れそうになった時もスタッフの皆さんの明るく優しいその笑顔に何度も救われま

した。がじゅまるの家の 10 周年イベントでのスタッフの皆さんが披露してくれた手話歌

「Smile」が心に残っています。“生まれた時から君はずっと誰かに支えられて生きてきた”

本当にそうで、むしろお腹の中にいる時からいろんな方々の力をお借りしてきました。ま

だ生後 3ヶ月ですが、大きくなったらこの日々の事をちゃんと伝えたいです。がじゅまる

の皆様、3 ヶ月間本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

                      宮古島 Ｓさん 


