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フォロー ・ いいねで応援してください

NPO 法人あいけあの活動をお知らせします
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i.care kids

朝晩涼しく過ごしやすい季節になりましたね。 今年の夏頃からシャインマスカット
を見かけることが多くなりましたがちょっとお高いお値段に手が出せないままブドウの
シーズンが終わろうとしています。
今はお手頃価格になったリンゴの品種の食べ比べにはまっています。

理事長あいさつ
NPO 法人あいけあ理事長

岡安玲

コロナになりました。
家庭内感染だったので、 濃厚接触者としての期間も含めて２週間、 ずっと自宅療養していました。 高熱が出たのは１日でしたが、 かかりはじめの１週間
は、 経験したことのない倦怠感で、 体が重く、 起き上がることができませんでした。 正確に言うと、 起き上がってもそのまま体を保っていることができ
ず、横になるしかない感じでした。 それ以外にも、味覚異常 （納豆が苦かった）、嗅覚異常 （ラベンダーの香りのはずが草のにおいがしました）、ちょっ
としたブレインフォグ、 物が手につかないなどの一連の症状も経験しました。
おうちに閉じこもることは苦痛ではなかったのですが、 つらい症状と未知の病への不安にずっと支配されていました。 そして、 自宅療養も終わりにさし
かかってきたけれど、 もう社会復帰できないのではないか…と思っていた時に、 放課後デイの中学生からのビデオ通話がありとても元気づけられました。
人は、 人とのつながりで、 前に進む力をもらえます。 体力的にはかなり弱っていましたし、 大丈夫かなという気持ちもありましたが、 次の日からなんと
か仕事に出られました。
話は変わりますが、国連の障害者権利委員会による勧告で、日本の特別支援教育が否定されました。 インクルーシブ教育システムの実現からはほど遠い、
障害の有無で分離したものになっているということです。 また、 「重度障害者」 という表現は 「重度だからできない。 重度だから考えられない」 につ
ながり、 ほかの人との平等、 尊重の考え方にそぐわないということも言われていました。 人権モデルでは 『より多くのサポート （those who require
more intensive support）』 と表現するそうです。 (※)
あいけあでは、 「重い障害のある人」 という表現をすることがあります。 これも 「より厚い支援が必要な人」 と言った方がよいのかもしれませんが、
あまり言葉にとらわれたくはありません。 それよりも、 人が、 人として、 つながりの中で、 自分の在りようを見せながら、 「生きる」 ことにこだわっ
ていたい。 障害の有無で人の生き方や在りようが決まってしまうことのないように。
私たちあいけあは、 重い障害のある人たちにこだわり続けます。 それは、 「特別支援」 や 「インクルーシブ」 を
目指すことではなく、 目の前のその人の 「生きる」 にただただよりそうこと。 そして、 そこに 「愛」 があること。
私も、 あいけあの 「愛」 で生かされています。

i.care

※「インクルーシブって何だろう みんなにやさしい社会のかたち８障害者教育､国連が日本に突きつけた厳しい課題」
（福原麻希 東洋経済オンライン） より

https://toyokeizai.net/category/Inclusive-society

訪問事業
あいぽると
「生きることは、 学ぶこと。 学ぶことは、 生きる喜び。 生涯にわたって、 学び続ける喜びを！」

今期は、このネットワークをきっかけに、私たちの実践を発表する機会を持つことができました。 その中で注目されたのは、
事業所のスタッフが訪問して活動をしたり、通所できるときには生活介護のメンバーとして事業所で活動したりという、訪問 ・
通所の併用型の取組みでした。 現在 i.care には、３名のメンバーがこの形で登録されています。 訪問事業は自主事業ですが、
生活介護は福祉制度なので、 これが両立したものがあれば、 持続可能なシステムとなるのです。
一歩ずつ取組みを進めながら、 目の前のメンバーさんたちの 「生きる」 によりそっていきたいと思います。

i.care

これは、 重度障害者 ・ 生涯学習ネットワークのスローガンです。 いわゆる学校卒業後に在宅生活をしている人に、 支援者が訪問して活動
を届ける取組みをしている団体が、 東京 ・ 神奈川を中心に全国にあります。 あいけあの訪問事業 i.porte( あいぽると ) もこのネットワー
クに参加しています。 私たちの実践は小さなものですが、 ネットワークとしての取組みから、 訪問型生活介護事業のような制度に
位置付けられるようにしたいと強く願っています。 この取組みを持続するために、 人材育成、 資金、 プログラムの開発など課
題となることはたくさんあります。 これらを解決する大きな糸口として、 制度化は欠かせないものと言えます。

重度障害者 ・ 生涯学習ネットワーク

http://mcare.life.coocan.jp/lifelonglearning/index.htm

ＮＰＯ法人あいけあは 「かわさき SDGs ゴールドパートナー」 認証事業者です。
https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/54-10-6-0-0-0-0-0-0-0.html
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NPO 法人あいけあ

神奈川県川崎市で活動しています。
医ケアの必要な障害の重い人たちとその家族をサポートしています。

info-icare@icare-carepy.com
https://www.icare-carepy.com/

044-767-8285

神奈川県川崎市中原区井田杉山町３-１
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i.care では、 スタッフのぼぼ全員が 「認定特定行為業務従事者」 の資格を取得しています。 ご利用のメンバーさんは医療ケアが必
要な方がほとんどですが、 すぐ側にいるスタッフがいつでも痰をとってくれたり ( 口鼻腔内吸引 ・ 気管カニューレ内吸引 )、 誰とでも
ご飯を一緒に食べたる事ができたり ( 胃ろう注入 )、 ケアはとても自然で当たり前のものとして i.care の日常の中にあります。

💕

その中で人工呼吸器装着中の吸引だけはナースが行ってきたのですが、 スタッフのスキルもアップし そして何より本人であるＵ君

✨

💪

が頼もしく成長 してきたので、 取り組みをはじめることにしました マニュアルづくり、 各種研修、 緊
急対応等の確認に少し時間をかけ、 この秋には安全を考慮したラインでの吸引の研修が行えました。 研修中
Ｕ君が 「◯◯さん上手～」 等と誉めてくれる事をモチベーションに 1 号 ( 不特定多数の者 ) と３号 ( 特定の

💕
❗

者 ) の両方の研修を修了したスタッフ４名が担当し 「Ｕ君ガールズ」 と呼ばれて活躍しています
i.care はこれからもさりげない医療ケアとその先にある充実した日常を目指して進んで参ります
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😍

ずっと続けている知恵さんとの歌のレッスン 今年はお仲間事業所さん達の定例参加が可能となり

💕

️
Dreamweaver

チームとして活動

しています。 月に２回はメンバーさん達心待ちの時間 練習不足のスタッフはやや緊張しつつも、 いつも笑顔あふれる元気を貰える時
間になっています。

９月３０日にお仲間事業所の 「津久井やまゆり園」 さんで行われた

❗

Funky duo ( Vo. 西村知恵さん ・ Bass 河上修さん ) のライブ

😆

に i.care からナースＭが参加させて貰いました いつもは画面越しにしか会えないやまゆり園さんの元気な皆さんに直接会えた嬉しさ
音楽を心から愛する利用者さん達が歌ったり踊ったり、 身体を揺らして手拍子する姿に奏でるステージもどんどん盛り上がっていきました！️

💕

これから津久井やまゆり園さん応援チームが色々な方面から盛り上げて行きます i.care も音楽を愛する同じ神奈川の仲間と

👍

してやまゆり園さんとつながって楽しんで行きたいと思います i.care メンバーとはやまゆり園利用者さんの育てたじゃがいも

😋

👌

で調理もしました ほっくほくで美味しかったでーす

西村知恵 Official Site
https://chiesan.com/

✨🎁✨したい！と思い 『星つむぎの村』 さんか

法人５周年記念として、 メンバーさんや KIDS 達に心あたたまる時間を

フライング
プラネタ
リウム

らプラネタリウムの映写機材をお借りしました。 天井いっぱいに映し出される星空をみんなでごろんと寝転がって楽しん

💖 i.care の為の特別プログラムをキラッキラの瞳に映して、 遠く遠くの宇宙に想いを馳せました✨

だ１週間

壁面飾りも力作の星空です

一般社団法人 星つむぎの村
https://hoshitsumugi.org/

寄付をくださった
みなさま
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温かいご支援にこころより感謝いたします
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法人活動報告
７月１７日 ( 日 )

全国エデュケアリハビリテーション研究会 第 5 回札幌大会 テーマ 「障がいのある子どもの生活と家族の想い」 に

９月１７日 ( 土 )〜
１９日 ( 月 ・ 祝 )

日本特殊教育学会 自主シンポジウム 「障害の重い人の生涯学習 （５）」 に岡安理事長、 瀬戸理事を

７月１０日 ( 日 ) ・
９月１７日 ( 土 )

2022 年度神奈川県委託事業 「介護職員等に対する喀痰吸引等研修事業」 （特定非営利活動法人フュージョンコムかながわ ・

１１月６日 ( 日 )

超福祉の学校＠SHIBUYA シンポジウム （文部科学省 ・ NPO 法人ピープルデザイン研究所共催） に

岡安理事長を話題提供者として派遣

シンポジストとして派遣

県肢体不自由児協会主催） に安西副理事長を講師として派遣

岡安理事長をシンポジストとして派遣

今後の予定
１１月１９日 ( 土 )

2022 年度神奈川県委託事業 「介護職員等に対する喀痰吸引等研修事業」

１１月２５日 ( 金 ) ～２７日 ( 日 )

訪問カレッジ 「学びの実り アート＆ミュージックミュージアム」

１２月１０日 ( 土 ) ・ １１日 ( 日 )

キャスパー ・ アプローチ シュクレ NEXT 試乗会を開催

（特定非営利活動法人フュージョンコムかながわ ・ 県肢体不自由児協会主催） に講師派遣
～医療的ケアの必要な重度障がい者の学びの成果を発表する文化祭～ （パシフィコ横浜 ノース２ＦガーデンラウンジＢ・Ａ） に参加

おたより・あいけあ次号の発行もお楽しみに！

