平成２６年度

事 業 報 告

（平成２６年４月１日から２７年３月３１日まで）

Ⅰ

病院ボランティアに関する事業
平成２６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、実施することが
できました。心より感謝申し上げます。

１）こども医療センターにおけるボランティア活動の支援
① ボランティアスキルアップ研修会派遣
病院における遊び環境を考える

第１０回公開セミナー

病児の遊びとおもちゃケア （3/8 於：国立成育医療センター、ボランティア１人参加）
② 第３回 全国小児病棟遊びのボランティア交流研修会 参加（3/13～3/14 於：大阪府立母子保健
総合医療センター・大日本住友製薬大阪本社）ボランティア２人参加
③ 病院ボランティア運営委員会参加（5/28,10/22,3/25）
④ ボランティアスキルアップ勉強会開催

（2/12 於：がじゅまるの家）

障がいのある子の内面理解と支援について～自閉症スペクトラムを中心に～
講師：島尻 澤一（全国障害者問題研究会沖縄支部）
２１人参加（病院ボランティア・ハウススタッフ・わらびの会理事）
⑤ 病院ボランティアミーティング参加（6/17,7/23）
⑥ 琉球大学医学部附属病院ボランティア導入に向けて意見交換会・打ち合わせ会開催
於：琉球大学医学部附属病院（8/26, 10/10, 12/2, 1/29, 2/21, 3/10）
参加者：小児科医師・看護部・コーディネーター・保育士・事務部・わらびの会

２）病児家族の支援活動をする病院ボランティア養成講座の実施
於：県立南部医療センター・こども医療センター
《第１７期こども病院ボランティア養成講座》 受講生３０人 日時：８月２３日（土）9:00～17:00
①講座１
「あなたのことも大好きです ―病む人の家族に私たちができること―」
講師：藤村 真弓（成増高等看護学校 専任講師）
②講座２
「私たちが望むボランティア ～ 医師の立場から ～」

〔講座３・講師／渡嘉敷 智賀子氏 〕

講師：嘉数 真理子（県立南部医療センター・こども医療センター 小児科医）

③講座３
「医療センターの感染症対策 ―感染症と予防接種―」
講師：渡嘉敷 智賀子（県立南部医療センター・こども医療センター 感染管理認定看護師）
④ 講座４
「私たちが望むボランティア ～ 看護の立場から ～」
講師：大田 貞子（県立南部医療センター・こども医療センター小児外来看護師長）
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
「グループワーク＆まとめ」
講師：先輩ボランティア１０人 、受講者全員

《第１８期こども病院ボランティア養成講座》受講生２０人 日時：２月２１日（土）9:00～17:00
① 講座１
「あなたのことも大好きです ―病む人の家族に私たちができること ―」
ＤＶＤ 「拡がる病児のきょうだい支援」 視聴

講師：藤村 真弓（成増高等看護学校 専任講師）
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

〔講座１／盲導犬の紹介〕

僚（県立南部医療センター・こども医療センター 小児科医）

③ 講座３
「医療センターの感染症対策 ―感染症と予防接種― 」
講師：安慶田 英樹（県立南部医療センター・こども医療センター 小児科医）
④ 講座４
「私たちが望むボランティア ～ 看護の立場から ～」
講師：大田 貞子（県立南部医療センター・こども医療センター 小児外来看護師長）
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
グループワーク＆まとめ
講師：先輩ボランティア８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 ハウスの運営—１０人のスタッフによるシフト制—２４時間３６５日稼働。
平成２６年度 利用者延べ人数４,０４７人（病児５９８人含）
。
居室 稼働率 平均５８.５％。
② スタッフ会議（毎月第２月曜日 10 時～12 時：全スタッフ参加）
、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会議（第２月曜日 12 時～ ）を開催。
利用者が安心して安全に過ごせるホスピタリティーなハウス運営を目指し諸課題の検討を行った。
③ 毎月事業団へハウス事業報告書提出（事業報告、宿泊者名簿、会計収支報告、予算請求書）
④ ハウス運営協議会開催（2014.8/12）
参加：県・事業団・こども医療センター・わらびの会、ハウスマネージャー
暴風警報発令時の妊婦（臨月）の病院受け入れについて。自家発電装置、無停電電源について検
討を行った。警報発令時は救急車の出動は困難、消防車が対応するため予め妊婦は病院に避難さ
せてもれえないか（対応は厳しいとの回答）。ハウスはオール電化なので、停電になった場合は非
常に困る、不安である。
（自家発電機の購入を検討したい→事業団）
。
病院からハウススタッフに対しても予防接種の実施を行う旨の回答をいただく。その他運営事業
の報告を行った。
事業団より２６年度４～７月のハウス利用状況の報告がなされた。
⑤ がじゅまるの家ふれあいバザー実施（7/10）
第２回がじゅまるの家まつり開催（12/6）

２）スタッフ研修会・講習会・勉強会
① 防災勉強会（4/23）
テーマ：震災時、命をどう守るか、短期宿泊施設での対応課題
講

師：稲垣 曉（沖縄国際大学特別研究員、防災士・社会福祉士）

② 自閉症スペクトラム児への対応（2/12）
テーマ：障がいのある子の内面理解と支援について
講

師：島尻 澤一（全国障害者問題研究会沖縄支部）

③ がじゅまるの家消防訓練（２回）実施（6/9, 12/8 ）
、施設
の定期自主検査を行い利用者の
安全に努めた。
④ 第１５回ＪＨＨＨネットワーク会議参加
（11/1-2 於：東京 ４人参加）

３）「がじゅまるの家」視察見学者
① 県保健医療部長、がじゅまるの家視察見学（5/21）
② 沖縄大学人文学部福祉文化学科

学生７人ハウス施設見学（7/16）

③ 首都大学東京都市環境学部建築都市コース、竹宮健司教授＆上塘耀己（４年学生）
来所（運営と施設環境整備に関する調査）（7/30）
④ 就労サポートセンターより１５人、ハウス施設見学（8/27）
⑤ ２６年度２４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人わらびの会活動についての講話及
びハウス視察見学（9/9・9/11）
⑥ 那覇第一民生委員児童委員協議会２５名 「がじゅまるの家」
施設見学（10/23）
⑦ 首里第二民生委員児童委員協議会１８名 「がじゅまるの家」
施設見学（11/13）
⑧ サントリーホールディングス（株）品質戦略部長他２名
「がじゅまるの家」訪問（12/5）
⑨ 平成２６年度課題別研修「公衆衛生活動による母子保健強化（B）
」コース研修員
１０名（フィージー他７カ国）に対して「家族滞在施設について講話」（儀間）（12/15）
⑩ その他、個人多数

４）ハウス利用者との交流
① 第２回わらびの会合同クリスマス会をこども医療センターにて開催（12/13）
、ハウス利用者も家
族で参加した。在沖米空軍嘉手納基地家族よりクリスマスのディスプレイと余興、そしてサンタ
さんからは子どもたちへ沢山のプレゼントをいただいた。
恒例のがじゅまるの家クリスマス会（12/25）は、スタッフの手作り
料理に舌鼓をうちながら利用者・スタッフともにビンゴゲームを楽
しんだ。
② わらびの会新年会（1/10）において、利用者も参加いただき、わら
びの会理事、ハウススタッフともに交流を深めた。
③ 日本盲導犬協会の協力で盲導犬がハウス訪問、こどもたちとふれ合い、
楽しい一時を過ごした（8/22）

５）ボランティアによる活動
① 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（３４名）（11/29）
② かりゆし長寿大学校 卒業生の皆さんによる清掃ボランティア（6/26）
③ 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
✼ 毎週火曜日１０時～１２時 清掃ボランティア活動

Ⅲ

広報事業

１）会誌「わらびの会だより９号」および「がじゅまるの家だより 11 号・12 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をリニュアルし（1/9）、会活動の情報をタイムリーに広報することに努
めた。ホームページはまだ完成の途中にある。
３）マスコミをとおして、わらびの会活動及び「がじゅまるの家」の広報を行った。
４） 第 19 回幸せの黄色いレシートキャンペーン交流会及び贈呈式に参加、広報活動を行った（5/11）。
５）第３回キッズマート in あしびな（8/17、8/24）に参加し会の広報を行った。

リニューアルした ホームページ http://www.warabinokai.org/

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
今年度は、沖縄県障害者社会活動推進事業補助金の交付を受け、ピアサポート活動及びセミナーを

実施することができました。心より感謝申し上げます。
１）
．こども医療支援ピアサポート活動の実施（平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月）
活 動 日：毎月第 3 週目の水・木・金曜日 午前 10 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：8 団体
活動回数：36 回
サポーター数：のべ 119 名
相談件数：28 件

２）
．こども医療支援ピアサポートセミナー
（初級編：26 名受講）
日時：平成 27 年 3 月 28 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 階講堂

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

常務理事）

講義内容／ピアサポートの心構え
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の理解を深める
講師：田中 千鶴子（昭和大学 保健医療部 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

人文社会学科系

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

准教授）

（ステップアップ編：20 名受講）
日時：平成 27 年 3 月 29 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 階講堂

司会：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）

ファシリテーター：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

常務理事）

発表者：平岡 まゑみ（認定 NPO 法人難病のこども支援全国ネットワーク 理事）
発表者：嘉数 清美（日本てんかん協会 沖縄県支部「波の会」代表）
発表者：金城 清美（全国心臓病の子どもを守る会

沖縄県支部）

発表者：真栄城 守信（沖縄県聴覚障害児を持つ親の会会長）

（石垣島ピアサポート勉強会：9 名参加）
日時：平成 27 年 3 月 29 日(日)14：00～16：00
会場：沖縄県 八重山合同庁舎 会議室
講師：田中 千鶴子（昭和大学 保健医療部 看護学科 教授）
内容／病気や障がいのある子どもを育てている親の会
交流会＆ピアサポート勉強会

３）
．ピアサポート活動振り返り会
（H26 年度前半）
日時：9 月 26 日(金)

11：30～13：30

場所：ファミリーハウス「がじゅまるの家」事務所
参加人数：10 名
内容：広報不足を感じた、病院と連携が取れていない、ステップアップ講座をしてほしい
相談室を使えるようにして欲しいなどの意見がでました。
＊出された意見を参考に、3/29(日)ステップアップ講座を開催しました（H26 年度後半）
日時：4 月 10 日(金)

13：30～15：30

場所：ファミリーハウス「がじゅまるの家」事務所
参加人数：10 名

内容：ステップアップ講座を受けて間もない時期で、皆さんとても意欲があり今後は、先輩
お母さんとして寄りそっていきたい、自分の時間を確保し、居続けることなどの意見
が出ました。

４）
．新年度の取り組み
・ピアサポート活動：平成 27 年 4 月 15 日より活動開始（毎月：第 3 週目の水・木・金）
・ピアサポートセミナー（初級編）
：平成 27 年 11 月 28 日(土)
・ピアサポートセミナー（ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ編）：平成 27 年 11 月 28 日(土)
・ピアサポート勉強会（石垣島編）
：平成 27 年 11 月 27 日(金)
・ピアサポートキャラバン（本島北部・中部、宮古島）
今年度は、本島北部や中部、宮古島などピアサポート未実施地においてキャラバンを組んで
不安を抱えている親たちに、寄添いサポートしていけるようにしたい。

２．「がじゅまるの家」における預かり保育の実施
平成２６年度も少人数ではあったが実施することができた。遠方からは竹富町（西表島）と奄
美市の病児とそのきょうだいの預かり保育を行った。浦添市在住１才、低体重児で出生、その子
の下に双子のきょうだいが誕生、近隣ではあったが諸事情によりハウスを利用した。ハウス滞在
中、母親が病院へ行って帰ってくるまでの間、保育士をお願いした。
「とても親切にしてもらい有りがたく思いました。保育士さんと遊べて満足そうにしていまし
た。」、「初めて預けるのですごくドキドキしていたのですが、保育士さんがよくして下さってあ
りがとうございます」
、
「助かります」母親からありがとうの言葉をいただいた。
病児家族には、安心して病児の看病にあたってほしい、きょうだい児も不安なくハウスで過ご
せるように保育士による預かり保育を実施した。
・実施期間：平成２６年５月～平成２６年１２月
・預かりきょうだい児：６人延べ１７人
（年齢：０才

～２才まで、 １０才

・預かり時間：１人当たり２～３時間、
・利用家族：５家族
・保育士：６人

脳性麻痺）
累計３８時間

３．第２回 わらびの会合同クリスマス会開催
日

時：平成 26 年 12 月 13 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：約１８０人（こども 58 人、保護者 49 人、スタッフ及びボランティア約 75 人）
、

メディア ２社
協 力（ボランティア）
：沖縄国際大学・琉球大学・県立看護大学の学生、病院ボランティア、

在沖米空軍嘉手納基地の職員家族の皆さん
プレゼント提供：在沖米空軍嘉手納基地

おもちゃブース、てづくりブースは「こどもが主役」、
ゆんたくカフェでは今回はコーヒー、紅茶、に加えお抹茶
コーナーも設けました。人気のアロマブースは昨年よりボラン
ティアスタッフが増え、いつも看病しているお母さんたちへ
リラックスタイムを提供出来たクリスマス会でした。たくさん
のご支援とご協力をいただきました。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 26 年 4 月～平成 27 年 3 月）

＊ 今回、初めて利用しました。子供の症状が悪化し、急に転院となり、PICU スタッフに教えてもら
い、利用に至りました。予約の時間帯も遅かったのですが、心よく対応して頂き本当に感謝です。
転院前は 24 時間、妻が付き添っており、妊娠中のため身体への負担は大きかったと思います。
「がじゅまるの家」でゆっくり休めたことは、本当に助かりました。このような場所は本当に必要だ
と思います。スタッフの皆さんの優しさ、気づかいにすごく癒やされました。本当に今回ありがと
うございました。スタッフの皆様にいつか恩返しができればと思います。
金武町 I さん

＊

突然の腹痛で急きょ奄美大島から自衛隊ヘリで搬送され、南部医療センターに入院になりその
日で出産というハードスケジュールでした。3/16 22：19

730g 35.5 ㎝の男の子を出産。在胎

週数も 24 週と 2 日という短い妊娠生活でした。けど NICU の医師、看護師さんのおかげで 4/18 現
在 922g になり元気に過ごしています。沖縄は全然知らない土地なので最初はとっても不安でした
が、がじゅまるのスタッフのみなさんがあたたかく迎えてくれていたので毎日楽しく生活できま
した。4/20 から近くに引っ越しをします。1 ヶ月間お世話になりました。子供が退院したらまた
来ますね。ありがとう☆

＊

鹿児島県

奄美市

Ｓさん

息子が骨折し夕方急にお電話して宿泊をお願いしましたが、心よく引き受けて頂き本当に助か

りました。私たちのように離島より来る者には、なくてはならない「がじゅまるの家」です。今回、
3 回めの利用でしたが、親しみのある笑顔でむかえて頂き、滞在中もホッと安心する雰囲気があり
ました。子どもたちも正直で、病院にいても「早くあのおうちに帰っておふろ入りたいね」と言い
ます。不安いっぱいの診察や手術の中、我が家のように帰れる所があり気持ちの上でも支えられま
した。飲み物やちょっとした調味料、食材、そしてたくさんの食器類、調理器具も本当にありがた
かったです。ありがたく利用させて頂きました。
（畑のニラ！ごちそう様でした♡）骨折のフォロー
であと何回か来ないといけないかもしれないので、また利用させて下さい。島のみんなにもこのよ
うな施設があることを広く知ってもらいたいなぁと思いました。
南大東島 Ｉさん

＊

弟が食道がんの為、南部医療センターに入院しています。2 日間はホテルにお世話になりまし

たが、看護師長の紹介で TEL したところ空部屋があるとのことで、心よく受け入れてもらいまし
た。弟は 40 代の成人患者で本来は子ども優先であるが、空きがあるから OK とのことでした。弟
は末期がんで余命残りわずかで、自分 1 人でいると気が狂いそうになるくらいつらい時間を過ご
していましたが、このノートを読んで何か少し強くなれそうです。弟の病気を受け入れて彼のこ

れからの人生を彼らしく、生きて行けるように兄として考えて行きます。何も出来ない兄で弟に
は大変申し訳なく思っています。弟は明日、食道にストロー状の物を取り付けます。上手く成功
して欲しいです。少しでも体力がついて病気と戦って、1 日でも長生き出来るように願っていま
す。
「がじゅまるの家」の皆さんありがとうございました。
久米島町 Ｎさん

＊

明日は退院の日、やっとこの日が来たとホッとしています。4 月 17 日、沖永良部から緊急で

ヘリで運ばれ意識朦朧とする中、帝王切開で無事に出産。2 ヶ月早く産まれた我が子は 1400g し
かなく、酸素マスクを鼻につけ手には点滴をされ、とてもかわいそうな姿…。今思い出すだけで
涙が出ます。そんな中、私は退院し、
『がじゅまるの家』にお世話になる事に。1 人で不安いっぱ
い、これから始まる生活に最初の頃は泣いてばかりでした。ですが、スタッフさんの優しい声か
けにとっても前向きになれ、いつも元気が出ました ♡

ありがとうございました。これから始ま

る家族 4 人での生活！！カワイイ娘 2 人に囲まれ、楽しく幸せに過ごせるようにがんばりたいと
思います。約 1 ヶ月半、本当にお世話になりました。素敵な場所『がじゅまるの家』♡

を利用で

きた事に本当に感謝です。ありがとうございました。
大島郡

＊

和泊町

Ｓさん

私が初めてがじゅまるの家に来たのは 5 月 25 日の夜の事でした。5 月の 24 日に北部病院で

かぜと思って受診したらまさかの入院、翌日には呼吸が荒い為 ICU に運ばれ、生後 2 ヶ月の赤ち
ゃん、本当にどうなるのと泣きながら南部医療センターに搬送されました。私には子供が 3 人い
ます。10 歳、7 歳と 7 年ぶりの出産でもありました。初めての医療センター、見た事もない行っ
た事もない…正直不安すぎて救急車の中で怖さしかありませんでした。ついてすぐに PICU に運ば
れ、子供の口の中には呼吸器がついていて、全身チューブだらけでした。先生が気管支炎で自分
でがんばって呼吸をしているけど呼吸が間に合わない為、機械の力を借りると言われました。そ
の時、次女もかぜをひき、検査をしたところ百日咳とわかりました。PICU に入るため、私の宿泊
先を探しました。リーフレットを見たら遠方の方にと書いてあったのですぐに電話をしました。
夜にもかかわらず優しく対応してくれて落ち込んでいる私を困ったことがあったら何でも相談し
てねって言ってくれました。病院に面会に行く時も『いってらっしゃい 気を付けてね』と言っ
てくれ、帰ってきた時も『おかえりなさい』と子供の調子も毎日心配してくれて、
「がじゅまるの
家」のスタッフさんには大変お世話になりました。安い料金で本当にありがたく、缶詰にパン、
米と自由に食べてねって言ってくれて旦那が泊まりに来た時は米を炊いて食べました。毎日当た
り前に食べていたごはんがどんなにおいしかったか…本当にありがたく使わせていただきました。
退院したら必ず遊びに来ますね！！
名護市

I さん

＊

毎回、本当にしつこい程お世話になっています。息子も本当にココが大好きで『がじゅまる行

くの－？ヤッター！！！』って感じでいつも楽しみにしています。ここが有るおかげで息子も毎
月の外来（痛いことも有りますが）イヤがる事なく来てできるのだと思います。だんだん今の自
分の置かれている状況、病気である事、食べれるもの、食べれない物、できる事、できない事な
ど理解してきて『病気イヤだなー』
『早く治りたいなー』
『治ったら〇〇がしたい！』と話すよう
になりました。今は前向き発言をしてくれるので嬉しいですが、そのうち『なんで！？』とか言
ってきたり病気である事を恨んだりする日もくるんだろうと思います。その都度今と同じように
ちゃんと話して皆さんのおかげでここまで大きくなれた事話してあげたいと思います。年齢のわ
りに凄く小さいので島では心ないことを言われたりして本人も悲しい事もありますが、ここに来
て発散して病院でもお友だちに会ったりしてまた充電（同じような悩みをもつもの同士）してい
つもの生活に戻りたいと思います。癒しの時間を有難うございます。又 1 ヶ月頑張れそうです。
あ！！そして今日は嬉しい事が…初めてボタンかけに成功☆今日はボタン記念日♡少しずつ成長
してくれて嬉しいです。また来月お願いします。

与論町

Ｙさん

＊ 母の還暦祝いのため家族で与論島に来ました。最終日の早朝、娘（1 才 7 ヶ月）の体調が急激
に悪くなりドクターヘリにて緊急搬送されました。肺炎起因の喘息でした。滞在中は、私の妹
が本当にお世話になりました。大きな発作だったこともあり状況をあまり飲み込めないまま
始まった入院生活でしたが、付き添いの私に妹が、スタッフの話を毎日してくれて心温まる
対応に感謝しております。冷たいお弁当ではなく毎食温かい食事が頂けたことふかふかのタオ
ルでシャワーが浴びられたこと美味しい差し入れ・・・がじゅまるの家のお陰です。東京から
来て身寄りのない私達でしたが、家族のように接していただきありがとうございました。
「がじゅまる」の木は、私と夫にとってもとても想い入れのある木です。これから娘には、
がじゅまるの木のように、ここのスタッフの皆様のように大きく根を張ってあたたかい素敵な
子どもに成長してほしいと願います。

＊

東京都

Ｕさん

三つ子を妊娠、出産のため 5 月 22 日から南部医療センターに管理入院しました。家族と
離れ 1 人入院生活はとてもさみしいものでした。しかし、沖縄の人の優しさに・話しやす
さに友達もでき入院も楽しくなりました。入院から約 2 ヶ月の 7 月 13 日に無事に帝王切開
で 3 人の元気なベビーが産まれました。予定していた日よりも早く陣痛がきてしまい緊急
手術でした。翌日、旦那はフェリーで沖縄に来ました。緊急にもかかわらず「がじゅまる
の家」に泊まることができ本当に良かったです。その日から旦那がお世話になり私も 7 月
19 日に退院してから 3 ヶ月間、夏休みには上の子どもたちも来てお世話になりました。
「が
じゅまるの家」に来てからも家族と離れているさみしさがありましたが、お友だちもでき
何よりスタッフさんの親切さ、優しさ、話しやすさでとても救われました。とても驚いた

のは使うものや食品が寄付されてくること！！
本当に助かりました。長かった沖縄での生活ももうすぐ終わり、本当に「がじゅまるの家」
のスタッフさん達にはお世話になりました。感謝でいっぱいです。これから帰って 6 人の
子どもたちの子育て頑張りたいと思います。とても楽しく過ごせました。ありがとうござ
いました。来月また検診で利用したいと思います。大きくなった 3 つ子を見せられるの
楽しみです。

沖永良部 Ｆさん

＊ 今回は、息子の術後 2 年の検診のためお世話になりました。検診でこちらを利用させてい
ただく度にいろいろな方との会話を通して温かい気持ちになります。そして、病気の子を
もつ母親の強さを感じています。今回知り合ったあるお母さんは次のようなことをおっし
ゃっていました。
「障がいを抱えている息子。そんな息子は、私が母親なら障がいがあって
も生きていけると思って私のところに来てくれたんだと思うとなおさら愛おしくてたまら
ない。
」と、私は今までそのような考え方をしたことがなかったのでとても心をうたれまし
た。スタッフの皆様大変お世話になりました。温かさあふれる「がじゅまるの家」が息子
も私も大好きです。

茨城県 Ｙさん

＊ 西表島から不安いっぱいで 6 ヶ月になる息子と 2 人で来ました。息子の手術も控え本当に
不安でしたがビジネスホテルなだとは違いスタッフの方も親切で、設備なども細かい所まで
善意であふれていて気持ちよく泊まらせて頂きました。今回は、一泊だけですが、これから
も通院などで来る事があると思います。また、利用させて頂きますね。ありがとうございま
した。

西表島 Ｔさん

＊ 今回 2 度目の利用です。長男が手術を受けることになり、下の子が未だ 5 ヶ月ということ
もあり、病棟に入れず完全母乳であったため、祖母に協力してもらい交代で付き添いまし
た。今回も温かく対応して下さり、とてもホッとして落ち着くことができました。県内な
のですが、利用させて頂きとてもありがたかったです。家族待合室で成人の方の家族が、
「がじゅまるの家」に泊まることができたと話され涙を浮かべていました。小児の家族の
為に運営されていると思いますが、とても看病に疲れて困っている付き添いの方々にも、
手を差し伸べていただいていると知り、温かい気持ちでいっぱいになりました。たくさん
の方が、今後も利用されていくと思います。スタッフの皆さま、いつも笑顔で優しい言葉
をかけてくださりありがとうございます。もっと小児や成人、たくさんの患者さんや家族
の支えが出来るように国や県がバックアップしてほしいと思います。
沖縄県金武町

Ｉさん

＊ ３人目の妊娠にとても喜んでいた時、「ここではリスクが高く出産できないので南部医療
センターへ行って下さい。
」と地元の医師に告げられ、２人の子どもも５歳と１歳とまだ幼
く、手がかかる時期。とても不安な日々を過ごしました。突然の大出血で緊急搬送。長期
入院で疲れる日々。全く予想もしていなかった早産。我が子を見た時、とても辛かった・・・
わたしがさきに退院し、赤ちゃんの緊急入院。
「がじゅまるの家」を紹介され、すぐに予約。
子ども２人をのこして、毎日ひとりで病院通い。日中は赤ちゃんに会える嬉しさでげんき
に出かけるものの、暗くて寒い中、面会を終えて帰る時の何とも言えない寂しい気持ち。
そんな時「がじゅまるの家」へ帰ると温かく迎えてもらい、時には、話を聞いてもらった
り。とても温かい気持ちをたくさんいただきました。ありがとうございました。この温か
さを忘れず、久しぶりに会う家族が笑顔に包まれて過ごせるよう頑張ります。お世話にな
りました。ありがとうございました。
石垣市

Ｋさん

＊ 息子 11 才の手術の為海外から付き添いなしで、初めてお世話になりました。スタッフ
の方々がいつも気にかけて話し掛けて下さり、また同じ手術をされたお母さんたちと情報交
換したりとこちらでの滞在中、とても心強く不安になることなく過ごすことができました。
こちらの食材もたくさん利用させて頂き、野菜不足になることもなく私の体調も絶好調を維
持する事が出来ました。息子が 11 才と大きいので、一緒のベッドに寝るのは無理だな～と
思案していると、わざわざサマーベッドを持って来て下さり、それをお借りして病室で快適
に休むことが出来ました。都会では考えられないアットホームで温かいスタッフの方々や細
やかな心配りに本当に感謝しております。また、沖縄の企業やたくさんの寄付で成り立って
いるこの家に沖縄の方々の懐の深さを感じました。 本当にありがとうございました。
マレーシア

画：
「がじゅまるの家」 利用者のＫちゃん（８才）

Ｋさん

