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ウィッシュ・バケーション＠舞子リゾート

利用するためにはどうしたらいいの？

お子さまが病気を患うご家族だけでなく、一般の方にもご宿泊していただけます。
お申し込み方法が違いますので、お間違いのないようにお願いいたします。

・0～20歳未満の病気を患う子どもと、その家族
・病気により子どもを亡くされた家族
※病気等によってはサービスの対象にならない場合がございます。

病気を患う子どもとその家族
それ以外の方

※お申し込みフォームよりお申し込みください

難病の子どもとその家族へ夢を
ホームページ

青と碧と白と沖縄
ホームページ

※「予約」よりお申し込みください

Hope&Wish通信“夢を”第31号  2021年6月15日発行

青と碧と白と沖縄
あお　  と    あお     と     しろ     と      おきなわ

バケーションハウス
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ウィッシュ・バケーション リポート
活動報告

昨年2020年は涙を飲んで諦めた新潟県のウィッシュ・バケーションでしたが、

今年は、様々な感染症対策と安全対策をして、3月末に2家族をご招待して、

スキーを思い切り楽しむ「ウィッシュ・バケーション@舞子リゾート」を実施しました。

舞子スノーリゾート、舞子スキースクール、障がい者スキースクールネージュの皆様の温かく楽しく、

たくさんのサプライズに包まれた、おもてなしと交流に始まり、今年は雪の多い舞子高原スキー場での本格的な

スキーや雪上でのグランピングや圧雪車パフォーマンス、高機能のスキー滑走シーンのビデオ撮影、いちご狩りなど、

子どもたちは大はしゃぎで最後まで、笑いっぱなしの2泊3日のウィッシュ・バケーションとなりました。

ウィッシュ・バケーション@舞子リゾートの目玉は、何といっても「スキー」です︕

毎回全面的にバックアップ下さる障がい者スキースクール・ネージュ校長、NPO法人ネージュ理事の稲治大介さんが最初におっしゃった言葉は、

「誰でも雪は楽しめる︕」「誰でもスキーはできる︕」という言葉でした。

そして、それをどんな障がいがあろうと、どんな状況だろうと、それぞれに合った方法で、

工夫してスキーを楽しませてくれるところが「ネージュ」でした。

進化したスキーの道具であっても、それがどんなに素晴らしいものであっても、あくまでもスキーは道具です。

でも、その道具をどう選び、目の前の子どもたちに最適なフィティングをする為に時間をかけ、愛情をかけ、

歓びを分かち合ってこそ、信頼が生まれ、素晴らしいスキーの時間が作れるのだと、今回、改めて学びました。

そして、実際にスキーをした子どもたちには、関わってくれた人たちへの信頼、そして自信と勇気、希望が生まれました。

それは、何にも代えがたい素晴らしい一生の宝物になりました。

スキーなんて無理、運動なんて無理、そんな危険なことなんて無理と

諦めずにいたからこそ生まれた、新しい世界が開けた一瞬でした。

今は、リアルで実施できるウィッシュ・バケーションは、数少ない状況ですが、

応援して下さる皆様との熱い関わりがあって生まれる深い歓びを、

関わった人達全員にもたらしてくれるのが、ウィッシュ・バケーションです︕

と胸を張って言える素晴らしい時間でした。

2021.3.21~23

舞子リゾート

チャリティー

チェア＆ベンチ
ご支援ご協力ありがとうございました！

2020年3月にオープンしたものの、コロナ禍のために同時に休館を余儀なくされた、Hope&Wishバケーションハウス 青と碧

（あお）と白と沖縄 。このバケーションハウスは、病気の子どもとその家族のための施設で、「外に出ようよ!」がテーマの一つです。

そのため、敷地内のあちこちに、「そこに座りたくなる」チェア、ベンチ、ブランコベンチを設置すべく、皆様にご寄付のご協力をお

願いしてまいりました。本当に多くの方に手をあげていただき、様々なチェアやベンチが青と碧と白と沖縄に設置され始めてお

ります。

チェアの後ろには、ご寄付くださった方のお名前やメッセージのプレート

が付けられ、ゆったりと幸せな気持ちでそこで過ごす様子が見られます。

是非チェアに座りに、皆様に青と碧と白と沖縄へいらしていただけたら嬉

しいです。ご支援ご協力、本当にありがとうございました。

新しい基金を立ち上げました！

社会的課題としての少子化問題の大きな原因になっている、非婚、晩婚、高齢出産等について、様々な現実が
企業の姿勢に社会的責任が求められています。例えば、妊娠事情について言えば、何らかの不妊治療を受け
ている人は50万人にもおよぶとも言われています。年間の新生児出産数が100万人を大きく下回っている昨
今では、とても大きな問題となっております。男性の「育児休暇取得、育メン」も現実、なかなか増してこないの
が現実です。そのような社会的環境を改善していくために、従業員一人ひとりの正しい知識の習得（リテラシー
向上）と企業の社会的な責任を具現化させるための一歩として、本基金を立ち上げ、企業の参画を主にお願い
しています。

家族・いのち
・しあわせ
基金って︖

何に
使われるの︖

個人相談窓口の開設

個人的でセンシティブな悩みや相談事を、当法人が推薦する医師や専門家の助言を得て、解決に向け
ていく個人相談窓口を開設します。

SDGsへの参画 ESG分析評価対策として
当法人はSDGsへ参画し、その目標のひとつに、「質の高い教育をみんなに」を掲げています。小中学校
で実施している「いのちの授業」の活動、そして、社会へ向けたダイバーシティマネジメント研修もそのひ
とつです。様々な研修を通して職場活性化はもちろんのこと、社会における自分の「生きる役割」を考え、
自分のいのちや健康、家族、社会とともに共生する意識を高めます。

もしもの時?！の支援金制度
支援金制度を設置し、妊娠や出産に関しての不安を軽減し、安心して妊娠や出産に臨むことができる環
境をつくり、その対象者個人に支援金を支給致します。

など。

お問い合わせは kikin@yumewo.org まで。
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沖縄県恩納村の沖縄科学技術大学院大学（OIST)の講堂で、

「琉球古典芸能を楽しもう＆Hope&Wish活動報告会」を開催しました︕

本報告会は、日本コープ共済生活協同組合連合会の

地域ささえあい助成事業のまとめとして実施しました。

コロナ禍により、助成活動も思うように開催できない部分もありましたが、

事業のまとめとして、乗馬体験やシーサーの絵付け等の活動報告もさせていただきながら、

病気のありなしに関係なく、誰でも一緒に琉球芸能を楽しむ場として、

「琉球古典芸能を楽しもう＆Hope&Wish活動報告会」として開催することが叶いました。

普段、沖縄県民の皆さまでも、なかなか見る機会が少ない琉舞もあったり、

三線、箏、太鼓など、様々な楽器の演奏など、子どもたちも、とても興味深そうに聴き、

自分たちが一緒に演奏できる場面では、皆がとても誇らしそうに

嬉しそうに演奏をしている姿がとても印象的でした。

事業を支援して下さった日本コープ共済生活協同組合連合会の皆さま、コープおきなわの皆さま、

琉球古典音楽野村流音楽協会、琉球古典音楽安冨祖流絃聲会、幸太鼓の会、

赤犬子三線・箏・太鼓クラブ、安座間本流大北喜羽の会　神谷みつ子琉舞研修所の皆さま、

本当にありがとうございました。

360度、笑顔で包まれる空間となりました。

琉球古典芸能を楽しもう ＆
                Hope&Wish 活動報告会

2021.3.27

青と碧と白と沖縄
あお　  と    あお     と     しろ     と      おきなわ

バケーションハウス

長びく新型コロナ感染症予防の生活の中、ここ沖縄県恩納村真栄田の「Hope＆Wishバケーションハウス青と碧(あお)と

白と沖縄」は、ご利用家族や一般利用客の方々も、GWにかかわらず、旅行自粛やキャンセルが続き、私たちスタッフも寂

しく、つらい時期にあります。しかし、そのような中で、いつも活動にご協力頂いております写真家の橋本和典さんが来館

してくださいました。滞在中は曇りも多いお天気だったのですが、日差しが射してくれると急にカメラを抱えて撮影に入っ

ていただいたり、いつもながら大変温かなご協力を頂きました。写真家 橋本和典さんならではの視点でご堪能いただき、

素晴らしい写真も撮影いただきました。皆さまももう少し辛抱して、感染の拡大を防止するとともに、収束後の「沖縄旅行」

に向けて、そろそろ準備をお始めください。楽しみにお待ちしております。　　　　　　※私、キャプテン阿部も撮影いただきました。

どなたでも
ご宿泊いただける
沖縄の施設
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オンライン・ウィッシュ・バケーション
@沖縄

昨年から今年にかけて、当法人ではリアルのウィッシュ・バケーションが

なかなか実施できない状態の為、オンライン・ウィッシュ・バケーションと称して、

まだ活動に参加したことがないご家族や,、既に活動には参加したけれど、

「Hope＆Wishバケーションハウス青と碧と白と沖縄」にも是非行ってみたいと思って下さっている

ご家族など、様々な方に向けて、オンライン・ウィッシュ・バケーションを開いています。

3月は、初めて外部の方もお招きしたオンライン・ウィッシュ・バケーション@沖縄を開催しました。

オンライン機器等の助成も下さっている公益財団法人お金をまわそう基金の休眠預金事業の一環で

実施した本活動には、助成団体の皆様や同様の活動をしている団体の皆様にもご参加いただきました。

また、いつも活動にご協力下さっている地域の皆様にもお話しを伺う場面があったり、

バケーションハウスの庭にも自生している「月桃（げっとう）」のお茶や沖縄のお菓子なども

事前に皆様にお送りして、オンラインであっても五感を感じながら、画面越しに

全国各地を結んでおしゃべりをするなど、普段とはまた違った交流となり、

とても新鮮で嬉しい時間となりました。

今後も様々なの地域の皆様と

オンライン・ウィッシュ・バケーションを続けて

参りますので、是非楽しみにお待ち下さい。

2021.3.6～7

ON-LINE

当法人は、2021年3月で設立11周年となりました。私どもは、設立当時の2010年からずっと継続してご家族に
関わらせていただいている間に、嬉しいことに、参加した当時はまだ小学生、中学生だった子どもたちが、もう立派
な青少年となったり、成人したりして、私たちを喜ばせてくれています。
そんな成長過程の子どもたちの課題として、「就労」の課題があることに気がついた私どもは、職業紹介事業所
「出番です！」を2018年に開設いたしました。このコロナ禍においては、様々なゲストをお呼びしてオンライン
研修等を開催しております。
3月には、いつも沖縄バケーション等でお世話になっている、カフーリゾートフチャクコンド・ホテルの田中正男
社長をお招きして、「さあ、働くってなんだろう？」というテーマで、ホテルのお仕事についてや、ダイバーシティの
考え方、一人ひとりにあった働き方について、実際の現場のお話を交えて話しを伺いました。実際に、就労の課題
を抱えている子どもたちや親御さんは、とても真剣に熱心に話を聞き、大変刺激を受けたようでした。
今後も、ウィッシュ・バケーションに参加した後、看護師さんになった先輩格のキッズに話を聞いたり、就労支援の
事業所の方にお話しを聞くなど、今後も継続してオンライン就労支援事業を実施して参ります。

オンライン就労支援研修

活動報告

ひまわり
のやうに

女性和太鼓奏団「ひまわりのやうに」が企業イベントで演奏をしました！。

女性和太鼓奏団「ひまわりのやうに」は、メンバー全員が難病を患う子どもを授かった母たちが集

まり、2015年8月に結成されました。

今回の舞台は、「さわかみグループを知ってもらおう会」という、一般の方にむけた企業イベントで、

社会貢献活動のひとつとして演奏の機会をいただきました。ひまわりのやうににとって、前回が20

20年1月のBリーグのハーフタイムショーでの演奏だったので、一年以上ぶりのご披露となりました！

このコロナ禍において、今まで月に1度のペースでできていた合同練習もできず、練習や舞台に参

加をしたくても外出が難しく諦めたメンバーもおります。メンバーそれぞれが、それぞれの大切なも

のを背負いながら、またコロナと兼ね合いを付けながら、和太鼓と真摯に向き合ってきました。

そんな中、今回の舞台では5名の出演が叶い、当日は、銀座のヘアサロン「GARDEN Tokyo」さんに

お力をかりて、素晴らしいヘアセットも！みんな華やか&かっこよく仕上げていただき、更に気合い

が入りました。練習はそれぞれしていましたが、5名揃っての音出しは、本番直前の数分間だけで

した。それでもいままでの感覚と、あうんの呼吸でまとめ、本番では大きな拍手をいただくことがで

きました。見に来てくださった方に和太鼓の音色と共に、私たちの想いもしっかりと伝わっているの

もわかり、この活動の意義を再確認させていただきました。

ひまわりのやうにでは演奏だけでなく、メンバーにスピーチをしてもらうことが多くあります。今回も

一人のメンバーが、お子さまのことを通して人生や、出逢い、繋がることの大切さを伝えました。きっ

と同じ場にいた誰もが自分の人生や大切な人を思い浮かべたに違いありません。それらの言葉や

想いが更に和太鼓の音にのって心に響き、会場をひとつにしていました。

活動報告

就労支援
研修

活動報告

TUNAGで
つなぐ

独自のコミュニティサイト・TUNAGより 「パパclub」

当法人のスタッフとウィッシュ・ファミリーの交流、ファミリー同士の親睦、情報交換等を目的に創ったオンラインのコミュニ
ティに「TUNAG」（つなぐ）というコミュニティサイトがあります。ここではスタッフが定期的にコラムを発信したり、お知らせや
報告をしたり、個別にチャットをしたり、誰もがTwitterのようにつぶやいてみたり…日々様々な活用をしています。

その中で、福岡のウィッシュ・ファミリーの林さん（お父さん）が、手を挙げて始まったオンライン交流会が、「TUNAGパパClub」
です。別名「オンラインで大住力とTUNAG～夢と魔法と底力～」と命名くださり、たまにお母さんや子どもたちも参加したり
していますが、珍しく最初の「パパClub」の名の如く、お父さんの参加率が圧倒的に高いオンライン交流会です。
日頃、なかなか、それぞれの事情で胸の内を話す機会の少ないお父さんの本音が飛び出したり、真剣で熱い議論を交わし
たり、こっそり奥様への愛を語ってくれたりと、多様なテーマと深い内容、そして皆さんの想いが溢れているのが、この「パパ
Club」です。

オンラインではあっても、同じ地域同士での連携や助け合いも生まれたり、個別な関わりも生まれたり、新しい発想が生まれ
たりと、たくさんの様々な経験をされているお父さんたちだからこその、とっておきの時間が創出されています。現在は、まだ
ファミリー限定のコミュニティですが、いずれ、応援をして下さる皆様にも入っていただく機会を設けたり、オフ会を設けたり
と、楽しい企画もお父さんたちと一緒に考えていきたいと考えています。

職業紹介事業「出番です！」についてのお問い合わせは、 info@yumewo.org（ 担当：柴田）まで
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沖縄県恩納村の沖縄科学技術大学院大学（OIST)の講堂で、

「琉球古典芸能を楽しもう＆Hope&Wish活動報告会」を開催しました︕

本報告会は、日本コープ共済生活協同組合連合会の

地域ささえあい助成事業のまとめとして実施しました。

コロナ禍により、助成活動も思うように開催できない部分もありましたが、

事業のまとめとして、乗馬体験やシーサーの絵付け等の活動報告もさせていただきながら、

病気のありなしに関係なく、誰でも一緒に琉球芸能を楽しむ場として、

「琉球古典芸能を楽しもう＆Hope&Wish活動報告会」として開催することが叶いました。

普段、沖縄県民の皆さまでも、なかなか見る機会が少ない琉舞もあったり、

三線、箏、太鼓など、様々な楽器の演奏など、子どもたちも、とても興味深そうに聴き、

自分たちが一緒に演奏できる場面では、皆がとても誇らしそうに

嬉しそうに演奏をしている姿がとても印象的でした。

事業を支援して下さった日本コープ共済生活協同組合連合会の皆さま、コープおきなわの皆さま、

琉球古典音楽野村流音楽協会、琉球古典音楽安冨祖流絃聲会、幸太鼓の会、

赤犬子三線・箏・太鼓クラブ、安座間本流大北喜羽の会　神谷みつ子琉舞研修所の皆さま、

本当にありがとうございました。

360度、笑顔で包まれる空間となりました。

琉球古典芸能を楽しもう ＆
                Hope&Wish 活動報告会
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12at home ～　　　　　　　　　　　　　　　Diary ～　

小児訪問看護ステーション・ダイジョブ　所長　有馬夕紀
※小児訪問看護ステーション・ダイジョブは当法人が経営しています。

2021.3.27

バケーションハウス

長びく新型コロナ感染症予防の生活の中、ここ沖縄県恩納村真栄田の「Hope＆Wishバケーションハウス青と碧(あお)と

白と沖縄」は、ご利用家族や一般利用客の方々も、GWにかかわらず、旅行自粛やキャンセルが続き、私たちスタッフも寂

しく、つらい時期にあります。しかし、そのような中で、いつも活動にご協力頂いております写真家の橋本和典さんが来館

してくださいました。滞在中は曇りも多いお天気だったのですが、日差しが射してくれると急にカメラを抱えて撮影に入っ

ていただいたり、いつもながら大変温かなご協力を頂きました。写真家 橋本和典さんならではの視点でご堪能いただき、

素晴らしい写真も撮影いただきました。皆さまももう少し辛抱して、感染の拡大を防止するとともに、収束後の「沖縄旅行」

に向けて、そろそろ準備をお始めください。楽しみにお待ちしております。　　　　　　※私、キャプテン阿部も撮影いただきました。

どなたでも
ご宿泊いただける
沖縄の施設

77

チャリティー

チェア＆ベンチ
ご支援ご協力ありがとうございました！

2020年3月にオープンしたものの、コロナ禍のために同時に休館を余儀なくされた、Hope&Wishバケーションハウス 青と碧

（あお）と白と沖縄 。このバケーションハウスは、病気の子どもとその家族のための施設で、「外に出ようよ!」がテーマの一つです。

そのため、敷地内のあちこちに、「そこに座りたくなる」チェア、ベンチ、ブランコベンチを設置すべく、皆様にご寄付のご協力をお

願いしてまいりました。本当に多くの方に手をあげていただき、様々なチェアやベンチが青と碧と白と沖縄に設置され始めてお

ります。

チェアの後ろには、ご寄付くださった方のお名前やメッセージのプレート

が付けられ、ゆったりと幸せな気持ちでそこで過ごす様子が見られます。

是非チェアに座りに、皆様に青と碧と白と沖縄へいらしていただけたら嬉

しいです。ご支援ご協力、本当にありがとうございました。

新しい基金を立ち上げました！

社会的課題としての少子化問題の大きな原因になっている、非婚、晩婚、高齢出産等について、様々な現実が
企業の姿勢に社会的責任が求められています。例えば、妊娠事情について言えば、何らかの不妊治療を受け
ている人は50万人にもおよぶとも言われています。年間の新生児出産数が100万人を大きく下回っている昨
今では、とても大きな問題となっております。男性の「育児休暇取得、育メン」も現実、なかなか増してこないの
が現実です。そのような社会的環境を改善していくために、従業員一人ひとりの正しい知識の習得（リテラシー
向上）と企業の社会的な責任を具現化させるための一歩として、本基金を立ち上げ、企業の参画を主にお願い
しています。

家族・いのち
・しあわせ
基金って︖

何に
使われるの︖

個人相談窓口の開設

個人的でセンシティブな悩みや相談事を、当法人が推薦する医師や専門家の助言を得て、解決に向け
ていく個人相談窓口を開設します。

SDGsへの参画 ESG分析評価対策として
当法人はSDGsへ参画し、その目標のひとつに、「質の高い教育をみんなに」を掲げています。小中学校
で実施している「いのちの授業」の活動、そして、社会へ向けたダイバーシティマネジメント研修もそのひ
とつです。様々な研修を通して職場活性化はもちろんのこと、社会における自分の「生きる役割」を考え、
自分のいのちや健康、家族、社会とともに共生する意識を高めます。

もしもの時?！の支援金制度
支援金制度を設置し、妊娠や出産に関しての不安を軽減し、安心して妊娠や出産に臨むことができる環
境をつくり、その対象者個人に支援金を支給致します。

など。

お問い合わせは kikin@yumewo.org まで。

ダイジョブも3月に5年目を迎えることができました。

ダイジョブを開設した当初にまだ産まれて間もなく、泣いたり抱っこされるだけの赤ちゃん

だった子どもたちがすくすく成長し、歩いたり、お話ししたり。

お話しはできなくても「ダイジョブさん来たな︕︕」と分かってくれている。

私たち訪問看護師は、子どもたちと嬉しい毎日を過ごしています。

1歳になった頃に退院しダイジョブの仲間になったうみちゃんは、今年４歳になります。

退院当初は、呼吸器を使い経管栄養チューブを入れて帰ってきた小さな、小さな女の子でした。

退院してからも、鎖骨あたりにある太い血管からCVカテーテルを挿入して24時間点滴をする

ことになったり、胃瘻を造る手術をしたりと身体を大きくするための治療や手術を頑張ってい

る女の子です。

ご家族は、うみちゃんの小さな反応に丁寧に関わることを大切にされています。

「こんなことできるようになったよ」とパパとうみちゃんの新喜劇をご披露してくれて毎回

大笑いの訪問時間です。

この積み重ねもあり3歳になってからは歩くことができるようになってきました。

最近は点滴を1週間に1回6時間だけ点滴を外すことができるのでその時間は、呼吸器を持って

お散歩をしています。最初は緊張してジェスチャーで「パパと行く︕」とやや不安そうでした

が、「うみちゃん、今日は有馬さんと行くよ︕」と言うと不安ながらもしっかり手を握り締め

てお外にいきました。それを見送るママも初めは心配そうでしたが「ただいまー」と帰ると

「こんなの初めて︕嬉しい」とはじける笑顔で感動されていました。

中学生のお兄ちゃんがお使いに行くというので一緒に出ると、いつもは「にいには嫌だ」と

言ってバツーとしているのに、お兄ちゃんにべったっり︕お兄ちゃんが「うみちゃんすぐ行

ってくるからね︕」と走り去ると、「にいにがいっちゃった」とジェスチャーで表現してお

兄ちゃんの背中を見つめている姿は何とも言えない可愛さでした。お兄ちゃんが戻ってくる

とニコニコ大喜びだったのでお兄ちゃんに「やっとお兄ちゃんの愛情が実ったね」と言って

お兄ちゃんも照れながら頷くので、皆で大笑いしながらお家へ帰りました。

「今日は、ピンクのお花が咲いてるね」と声をかけると、自分の着ていたお洋服が丁度ピン

ク色で、自分の服を指さして「ピンクだ︕ピンクだ︕」と教えてくれます。

近所に咲いているタンポポを渡すと「パパとママのぶんがほしい」とジェスチャーで表現す

るので、両手にたんぽぽを渡すとそれを持って一生懸命歩いていました。

歩く時に手にギュッと力が入ってしまうため、たんぽぽの茎がフニャフニャになってしまっ

たけれど、これもうみちゃんが頑張って運んだパパとママへの愛いっぱいのお土産となりま

した。

医療デバイスが多くても一歩踏み出す勇気を持てば、子どもの世界はぐんと広がる︕

これからうみちゃんがどんな発見をしながら成長していくのか楽しみです。


