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発行人

代表理事

新津ふみ子

新たな一歩
－「福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価調査者全国ネットワーク」、スタート－
あまりにも暑い夏です。先日、長野県

代表理事

新津ふみ子

■■■■■

の山間を尋ねたときに、その空気のさわ

■早速､メイアイヘルプユーが申請人となり､厚生労働省

やかさに何度も深呼吸を繰り返しまし

社会･援護局が担当する社会福祉推進事業所管部署に

た。

補助金の申請をし､承認されました。６００万円です。事業

■今回の報告は､うれしくも､大きな課

名は「福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価調査者の質に関する調査

題に挑戦する責任を強く感じさせられた､取り組みスタート

研究」です。設立した任意団体の目的を達成するには､全

のおしらせです。法人の10周年記念と同時に開催した「福

国の評価調査者の実態を把握し､質の向上に向けた効果

祉サービス第三者事業・評価調査者研修会」で､評価機

的な活動を展開することが必要だからです。今回の取り組

関･調査者の全国ネットワークを提案しました。平成２１年９

みを推し進めることができた陰には､当法人の会員であり､

月５日のことです。約３年が経ち､やっとその一歩を踏み出

北海道社会福祉士会相談役でもある奥田龍人さんの大

しました。各地で第三者評価に取り組んでいる会員や､全

いなる尽力がありました。それなくして､この報告はできな

社協が主催する評価者研修会などで交流を深めた人た

かったと思います。

ち等と検討を重ね､５月２１日設立総会､６月１３日に任意

■■■■■

団体として口座を開設しました。設立の後押しとなったの

■遠くない時期に、この団体を独立した法人にする方針で

が､昨年､全社協が設置した「今後の第三者評価の進め方

すが､活動を社会化する必要があると同時に､全国の取り

ﾜｰｷﾝｸﾞﾁｰﾑ」での検討です。この内容は､会報３０号で紹

組みから学ぶ機会として､メイアイヘルプユーが責任を

介しました。

持って関与して行きます。また､暫くは当法人の下支えが
■■■■■

必要でもあります。会員のみなさまの

■任意団体の名称は､「福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価調査者全

理解と協力をお願いします。関心の

国ネットワーク」です。事務局は､理事会の承認を得て､メイ

ある方からの問い合わせを待ってい

アイヘルプユー内に置きました。■事業の〈目的〉は､評価

ます。

調査者の質の向上を図ることにより､福祉サービス第三者
評価の信頼性と有効性を確保し第三者評価の普及を目

自主勉強会のお知らせ

指すこと､及び､全国的な交流をすることによりお互いの知

♪テーマ 薬について

識･経験を学び合い､福祉サービスの改良・改善を検討し､

♪日 時 2012年11月２日（金）

評価活動の健全な発展に寄与することです。■〈事業内

18時30分から

容〉は､①評価調査者の研修事業､②福祉サービス第三

♪講 師 藤沢節子さん（ﾙﾝﾙﾝﾌｧｰﾏｼ-代表

者評価事業にかかる調査研究､③評価調査者のための

取締役・薬剤師、介護支援専門員）

全国研究大会開催､④各推進組織が実施する評価調査

♪会 場 メイアイヘルプユー事務所

者養成研修などへの講師派遣､⑤会員相互が学び合い

♪参加費 会員５００円、非会員１０００円
♯お申し込みは､事務局まで

交流する場の提供､です。

１Ｐ・新たな一歩 「福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価調査者全国ネットワーク」スタート／自主

３１号
ガイド

勉強会のお知らせ、ほか

２･３Ｐ・東日本大震災リポート ｉｎ 釜石

４・5・６P・自

主勉強会レポート：①子どもを取りまく環境－社会的養護－を考える ②脱水とせ
ん妄

６ｐ・新入会員紹介／経口補水液の作り方／事務局便り／編集後記
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◆「厚生福祉」（第５９２６号）
の巻頭言「高齢者の貧困」を
執筆者の齋藤芳雄さんから
ご提供いただきましたので会
報に同封します。（編）

感）から被災者自らが再興する等の建物も混在するなん

東日本大震災・現地リポート
ｉｎ 釜石

とも言えないバラバラ感があります。
また､旧鵜住居村地区は､まちの中心の９割以上の建
物が破壊され､まだ原野の状態となったままであり､第二

（特 養）あ い ぜ ん の 里
施設長 古川明良さん

弾で掲載した東中学校の瓦礫の山は依然そのままでネ
ズミなどの棲み家となり､環境衛生上も課題になりつつある

この現地リポートも新津代表、鳥海さ

と感じています。ここでも､行政の復興計画の手順の悪さ

ん、そして要さんの絶大な理解と協力によ

から､件数は少ないですが､被災者自らが自宅改修をする

り､早くも第三弾目となりますが､月日の過ぎ

動きが始まっています。

ゆく速さに唖然とするとともに､被災者として
はなんとも言えない焦燥感にさいなまれる
日々もある今日この頃です。
要さんから７月中に連絡をいただいてお
きながら原稿を書き始めたのは旧盆に入る直前の8/12の
早朝からで､原稿締め切りの8/20までに間に合うかどうか
心配です。
東日本大震災から１年と５か月､昔と比較すれば大部簡
素化されていますが仏様のある家々では､二回目のお盆を
迎えるために､墓掃除や盆棚飾りなど準備に大わらわで､

【旧鵜住居村の数千世帯が消失した中心地をＪＲ山田線（津波

田舎では年間で一番手間暇のかかる家内行事です。

で線路消失）を上から撮影】

◆

旧鵜住居地区では､将来にわたる安心安全対策として

さて､第一弾では「仮設住宅」をテーマとし､第二弾では

県が当初提示した大槌湾に面する防潮堤の高さ14.5ｍ

「平野復興大臣記者会見」をテーマに取り上げ､国と地方

の計画は､地域（部落）単位で漁業や観光振興など議論

自治体のあり方に被災者目線で問いかけてみましたが､今

の主体に思いの違いがあり､その高さは同じ湾内にありな

回は､国の意を受けて県が事業主体となっている防潮堤

がらそれぞれの地域のふるさとの原風景のあり方とも相

整備を切り口に､「ふるさとの原風景と復興のあり方につい

まって様々な議論となっています。因みに､大槌町でも同

て」リポートしてみたいと思います。

様の議論となっています。

◆

◆

当市の主な被災地は､中心街地である東部地区（大漉

ここで､私が､一番疑問に思っていることを皆さんに問い

町から新浜町）と当市震災死亡者1,046名の約６割が私

かけてみたいと思います。

の生まれ里でもある旧鵜住居村（昭和30年５月市村合

それは､何の根拠をもって県は､防潮堤の高

併）であります。

さ14.5ｍが今後の防災対策として住民の安心

東部地区は商工業や漁業及び官公署などの建物が多く

安全につながると計画を示したかの疑問で

あり､解体撤去は以前に比較すると大分スピードアップして

す。

きた感はありますが､市の復興計画策定の手順の悪さ（私

特に､旧鵜住居村の原風景は､小ぶりではありますが海
と山と川に囲まれ､村の中心地から１ｋｍ範囲内に白砂青
松の２ｋｍにも及ぶ根浜海岸があり､かつては夏の海水浴
シーズンには多くの方々が訪れ賑わった地域であり､平成
元年から毎年秋口に開催した「国際はまゆりトライアスロン
大会」は､地域手づくりのアットホームな運営として､多くのト
ライアスリートの方々に愛された大会でもありました。（今

【東部地区中心市街地は被災家屋､解体家屋及び改修家屋が

年から「スイム」だけの大会を再開）

混在する不思議な町なみ】
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この様なロケーションを有する地域に､例え防災対策とは

だが､それからしばらくして､菅首相は「復

いえ､自然が織りなす海山川の風景を､突然遮る14.5ｍの

興構想会議をつくってそっちでやってい

巨大構造物で囲む風景を皆さんはどの様に思われます

く」と言いはじめた。菅首相は､良きにつ

か。

け悪しきにつけ､人に物事を任せられな

この地域は､歴史的にも自然との共生で生きてきたので

い、人を使うことをしないのである。しか

す。また､今後も未来永劫にわたって自然からの恵みを享

も､その復興構想会議が多くの問題をはらんでいた。まず

受しながら自然災害と共生して生きていかなければならな

人選である。会議のメンバーはそのトップをふくめて､学者

いと考えれば､豊かな自然を分断する防潮堤を整備するこ

がその中心を占めた。……それに､学者は現場を知らな

とが真にそのまちに安心して子々孫々が、将来にわたって

い。海岸線の暮らしの現実も知らない。それで、被災地の

住み続けられる「ふるさとの原風景」とは私自身考えられな

実情に即した現実的復興プランを立てられるはずがない

いのですが。

し､財源をどこから確保すべきかの知恵もない。その結果
として､個々の分野ではあれ、財源をふくめて、まだ現場

◆
話しを防潮堤の高さに戻します。ここに､一冊の本がありま

を知っている50人の官僚が会議を牛耳

す。題名は､「海岸は語る」。著者は松本健一氏で3.11当

ることになった。会議で議論されている内

時､内閣官房参与の職にあった方が書いた本です。この本

容も机上の空論だったとおもわれる。たと

は､現在の被災地のあり様を思うとき､「災害時の初期初動」

えば､高さ10メートルの防波堤で津波を

の重要性を示唆しております。

防げなかったのだから､20メートルにすればいいという発

また､私自身の拙い行政経験と尊い災害経験から学んだ

想がまかり通ろうとするのである。人口構築物で自然の猛

観点から､今後の地震大国日本を前提に､あらゆる自然災

威を押さえ込めるという、近代主義の発想自体が打ち破

害への対応を考えた場合に重要な指摘であると思い､その

られたことを理解していないのである。……。」

ときから何が動き始め､この高さは何の根拠があって示され

<資料引用：「海岸線は語るー東日本大震災の後で」松本健一著、

たのかが推測される内容が「記録」として正確かつ客観的

㈱ミシマ社発行。文中､数字は算用数字に変更。>

に記述されているので、その一部を抜粋し､２点指摘させて
いただきます。

◆
この本を初めて読んだ時の衝撃は何とも言い難くただ

指摘ポイント１ 「海岸線の復興―ふるさとの再生

ただ自分の心の中にズシリと影を落としこみ､時間が経て

東日本大震災が起きた2011（平

ば経つほどその思いは不安とともに亡くなった多くの方々

成23）年3月11日､わたしは内閣

の思いを含めてどのように語り継ぎ､また､まちづくり復興へ

官房参与を務めていた。なお､内

どの様に繋げていったらいいのか日々思い悩みながら酒

閣官房参与の部屋は首相官邸

量が増える毎日です。

の四階にある。……官邸1階にい
るのは各省庁から出向している官僚およそ2百人で、かれら
は農林水産省なら農業や漁業の復興、経済産業省なら原
発問題への対応､外務省はアメリカをはじめとする外国人か
らの支援にどう応じるか、とそれぞれ所属官庁の領域でしか
事態を捉えていなかった。……とても復興構想を考えるよ
うな時間などなかった。それに首相と官房長官のいる官邸
五階と、各省庁から派遣されてくる官僚のいる1階とは、

みなさまからの
社会福祉情報お待ちしています。（編）

メールアドレス：meiai@smile.ocn.ne.jp

まったくといっていいほど連携がとれていなかった。」

＊HPアドレス：www12.ocn.ne.jp/~meiai

指摘ポイント２ 「現場をもたない復興構想会議
菅首相は､わたしの提言当初、この「復興ビジョン（案）を
ベースに仙谷官房副長官（前官房長官）が中心となった
チームをつくって、復興の指揮に当たることを了解していた｡
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ですが､小規模化だけすれば良いのではなく､子どもたち

自主勉強会レポート

「こどもをとりまく環境－社会的養護－を考える」

が安定し､バランスよく育つためには､職員の配置基準の

講師：日本社会事業大学専門職大学院
准教授 宮島 清 先生

見直しが急務です。宮島先生は､６人の子どもを４人の

レポート

職員でみるくらいの基準でないと､子どもたちの人として

萱津公子さん（長野県）

成長を支えることは困難だと仰っていました。

６月27日（水）18時30分から日本社会事業

親のもとで「人として受け入れられ」「人として尊ばれ」

大学専門職大学院准教授宮島清先生をお迎

「人として愛される」ことがなく育った子どもたちの人生を

えして自主勉強会が開催されました。

理解し､１８歳までの子ども時代をどう過ごすのかが、児

今回のテーマは「子どもをとりまく環境」としての社会的養護

童養護施設での支援の質にかかっています。そのため

の現状と今後のあり方について詳しくご講義いただきました。

には､それぞれの職種の専門性の向上
と協働が欠かせないでしょう。

以下その要旨をお伝えします。
まず､児童福祉施設の制度的理解のため､助産施設､乳児

勉強会の最後に､児童養護施設の

院から児童自立支援施設及び児童家庭支援センターなど

第三者評価を行う場合の視点について

の種類と入所期間・役割などについての概略を学びました｡

質問がありました。①１年間の退所児

特に、措置制度の下にある児童養護施設の入所児童の６

童数。②その子たちがどんなケアを受

割が、虐待を受けた経験があるという現状をあらためて知り

けてきたか。（子どもは入所１，２年が勝負であり､そこの

ました。そのために､施設における子どものケアは､ますます困

ケアで再度自宅に帰れるかが決まるので。）③20代後

難になり、心理的ケア体制の充実や精神医学的なケアの必

半から30歳代の中堅職員がどのくらいいるか｡(一度や

要性が課題となっています。一方で心のケアに重点を置くあ

めてもまた戻ることができるか。)④子どもたちの居室の

まり､施設内の「生活」あるいは「生活の質」が軽視されがちで

個人スペースに､その子の個性が出ているか。などのポ

あったり、子どもたちの保護者が抱える多様な生活課題を顧

イントも教えていただきました。

みることなく、養育態度や子どもへのかかわり方にのみ焦点

◆

を当てて改善を求められることが､多くなっていると言われて

勉強会では、宮島先生が社会的養護としての児童

います。子どもたちの入所理由をみ

養護施設について､基礎的な設置基準や果たす役割

ると､虐待・放任だけでなく､保護者

から､現状や抱えている深刻な課題まで、ていねいに講

の精神疾患や覚せい剤などによる

義してくださったおかげで興味深く拝聴させていただきま

拘禁も多く、まさに保護者が抱えた

した。あらためて､広い視野での学びの必要性を痛感し

生活問題の深刻さが､親子関係や

ました。次回の学習会も楽しみです。

養育環境に大きな影響を与えていることがわかります。
また､児童養護施設の運営や職員の勤務形態をみると､
創設時のかたちがかなりの部分持ち越されていると言われて
います。たとえば､１生活単位が20人を超え、居室定員が２
～５人という大舎制をとっている施設がまだ75.8％あり、24

自主勉強会レポート

「脱水とせん妄」
講師：医療法人社団

至高会たかせクリニック
理事長 高瀬義昌 先生

時間のケアを実施すると実質的に１人の職員で20人近い子

講師は、在宅診療を専門とする開業医で､認知症サ

どもをみることになるそうです。成長期の多感な子どもたちの

ポート医でもある。本年３月にも勉強させていただいた。

多様な課題に対応しなければならないことや､「住み込み制」

引き続き、８月３日に表記について講議をお願いした。

や「断続勤務制」という勤務条件は、職員のストレスを増大さ

先ずは、鳥越俊太郎のドキュメント･リポートビデオ‘医療

せ､バーンアウトが頻発しているそうです。人件費を抑えるた

現場’｢熱中症」から。重そうな往診カバンを肩掛けにし

め若い職員が多く、職員の定着率が平均４年と短いために、

た先生が、細い路地奧に住むひとり暮らしの男性高齢

子どもたちとの信頼関係が十分築けないという課題を抱えて

者を往診する光景が映し出される。患者は、クーラーの

います。同時に､離職率が高いことで組織経営が成熟しにく

ない締め切った部屋で敷いたままの布団に座り､“リハビ

いなどの課題もあります。児童養護施設の小規模化は必要

リやってる？”と高瀬先生の気さくな問いかけに、照れた

4

ような笑いを浮かべ頷いている。

かくれ脱水の代表的なサイン、①オシッコの回数が減る

この場合のﾘハビリは、スクワット。“ひとり暮ら

（１日５００ cc が目安） ②食事が摂れない（食事からの水

しの方に食生活の改善は難しく、予防法を繰り

分1.5リットル） ③微熱が続く ④（普段は湿っているはず

返し教えるしかない”と｡“リハビリには、食前スクワットが一

の）脇の下が乾いているの４点を挙げられた。詳しくは、「か

番”とも。“１０回からスタートし、１週間毎に頑張ったねと１

くれ脱水JOURNAL」(webb)をお奨めする。

回づつ増やす。１年経つと大変な数になる”と楽しそうに笑

“せん妄の原因の一つに体内の電解質濃度が異常に

う在宅診療医。数年前に80代の女優森光子さんが、大勢

なり、脳の神経細胞の活動が妨げられることがあげられ

の聴衆を前にスクワットをやって見せていた映像を思い出

る。即ち、脱水によるせん妄があるが、見逃されやすい（突

した。

然、多弁になる、無口になるなどは、かくれ脱水の要件の

突然、講師の携帯電話が鳴り、患者家族から在宅高齢

一つに挙げられている）。脱水が進行するとせん妄が起こ

者の様態についての相談が入る。ことの詳細は不明だが、

り、脱水が悪化するとともにせん妄も重度化する。脱水と

一端は家庭での対処を指示しながら、１９時を回っていた

せん妄の負のスパイラルを断ち切ることが大切”注４）
“高齢者は、脱水、電解質異常をきたしやすく､結果とし

と思うが、地域のかかりつけ病院に確実に入院できる手は
ずを整える支援のプロセスは見事で、緊

て、意識障害やせん妄などの中枢神経症状が突然くるこ

張感もあり、さながら在宅診療の臨場体

とが怖い。せん妄のトリアス（主徴）は、幻聴、意識障害、

験をする思いだった。同行の秘書の大西

運動不穏で、入院中の１～２割がせん妄と言われている。

さんを通じて、救急車を呼ぶタイミングや

原因は、便秘、便秘薬・風邪薬副作用、脱水など。食欲

説明の台詞まで家族に助言。

不振、やせ、認知症は、脱水予備軍。脱水予防で、経済
支出を抑える”

講義では、間違えやすい脱水対応への警告が分かりや
すく説明された。“１００歳を超える患者。自宅に居ながら

高齢者自身でクーラーが使えない、以

にして熱中症に。水分を十分に採っていたことが裏目に出

前にも増して住まいの機密度が高い、等が

た。水分を採るだけでは改善どころか意識レベルの低下を

熱中症の原因になっているという。基幹病

引き起こすことがある。熱中症症状、嘔吐、下痢、等でナト

院入院高齢者の1/6が脱水と言われてい

リウムが体外へ排出されてしまうことにより、脳への影響

る由。

◆

2010年の65歳以上高齢者単独世帯の推計値は、

が。幻覚など意識レベルの低下を来すこともある。”
熱中症は、新分類（Ⅰ～Ⅲ度）で、大量の発汗、めまい・

4655万世帯、高齢者夫婦世帯5336万世帯（平成22年

立ちくらみ、こむら返りなどⅠ度の症状で、冷所に移し安静

度版高齢者白書より）で、かくれ脱水が発生しやすい「リス

にして身体を冷やす、水分･塩分を補給す

ク世帯」(筆者、勝手に命名)は、全世帯数の２割と推定さ

る等の対応をすれば、医療機関にかからず

れる。“高齢者熱中症数は、わが国の社会保障に強く依

に済む。熱中症の背後にかくれ脱水症が潜

存している”との講師の指摘を重く実感し､“社会保障を考

んでいると講師は、説く。日野原重明先生

えないと熱中症数は､減じられない”との言葉に､“患者との

は、その著書「刷新してほしいナースのバイ

関わりが大好きで続いている”と親しみのある笑顔で語る

タルサイン技法」(2002)

その向こうに、在宅高齢者の命と社会保障費削減に向き

で、Na欠乏による脱水症（尿量

注２）

合う厳しい眼差しが思い描かれた。

正常、口渇なし）の悪化の条件として「水分補給」を明記し

◆

ておられ､“そこからボクのかくれ脱水の旅がはじまった”と。

最後に､“包括的なケアで､関係者に認知症理

かくれ脱水症とは、深刻な脱水状態の一歩手前の状態を

解が進んでいるが、ケアマネジャーには、医療面

指し、講師が名づけ親。他にも、「認・認介護」がある。
脱水状態に補給する塩分は、栄養分を多く含む“藻塩

に介護で関わることに関心を持ってほしい。認知

がお奨め”。また、経口補水液（ORS）を飲んで脱水状態を

症治療は、ケア８割､くすり２割。介護が医療に関わること

改善する経口補水療法（ORT）もあると､“のむ点滴”と言わ

で、経済支出が抑えられる”と。社会福祉従事者も､利用

れている補水液を持参してくださった。塩分と糖分の量や

者の利益につながるかたちで医療費削減に貢献できるこ

バランスを調整した飲料である。

とを意識すべきとの示唆をいただいた。（６ｐ右列へ続く）
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新入会員紹介

因みに、365日・24時間営業の先生の息抜きは、年３
石川さなえさん

回のバイクレースとか。在宅医療への臨場と笑いながらの
２時間、示唆に富んだ時間であった。

今年の5月から事務局でお世話になって

◆

いる石川さなえです。

お勧め参考資料（注を兼ねて）

私と第三者評価との出会いは10年程前

1)厚生労働省認知症対策検討プロジェクトチーム「今後の認知

に開催された「評価調査者養成研修会」

症対策の方向性について」（平成２４年６月１０日）、厚生労働

(全国社会福祉協議会主催)に参加したこと

省（厚労省ホームページで検索可能です）

に遡ります。これから福祉施設が適切な機

2)日野原重明著「刷新してほしいナースのバイタルサイン技法」

能を果たすために第三者評価を定着させていこうと,全国

(2002.8)、日本看護協会

から多くの団体が集結していました。先駆的な立場で要さ

3)高瀬義昌著「高齢者ケアのためのくすりの知識」（2011.12）、

んが発表していらしたことを思い出します。現在､新津代

日本看護協会出版会

表､鳥海事務局長からテキスト以上の有意義なお話を伺う

4)高瀬義昌著「これで安心 はじめての認知症介護」

ことができる環境に感謝申し上げます。今回この紙面をお

（2010.7）、佼成出版社

借りして日常関わっている“なかのアクション”の活動を報

5)高瀬義昌監修「防ごう!! 守ろう!! 高齢者の『脱

告したいと思います。

水』」(2011.7)、（有）健康と良い友だち社

昨年の東北を襲った大震災は原発事
故を引き起こし､がれき処理や大飯原発の
Ｍｅｍｏ：経口補水液の作り方：
水１リットル、塩３g（小さじ1/2杯）,砂糖40g（大
さじ4と1/2杯）をシェイク。無塩トマトｼﾞｭ-ｽ
やﾚﾓﾝを入れると飲みやすい。賞味期限２
４時間。

再稼働など､狭い国土が放射能まみれにな
るのではないかと気が気ではありません。当
初は宅配便や友人のトラックで救援物資の
支援を続けていました。物資だけではなく出
張カフェや冬に備えて炬燵を届けるなど具体的な活動の
中で原発事故の重要性は避けて通ることはできず､医者や

事務局だより：

映画監督､技術者を招いてセミナーを重ねて参りました。

◆残暑お見舞い申し上げます。事務局も､須藤君､土川さ

特に子どもたちにとって問題は深刻です。釜石市へ断熱材

ん､野崎さん､石川さん､荒木君などと共に頑張って９月を迎

を届けその足で福島の御山地区にある学童クラブを訪ね

えます。◆事務員を１名募集中。ＮＰＯや社会福祉に関心
を持ち､やる気と体力に自身がある（若者・イケメン）人を求

ました。内部被ばくのデトックスを目的に子ども達を南房総

めています。面接試験付き。候補がいらしたら、事

の千倉で保養する企画を立てました。千倉では複数のボラ

務局長 鳥海までご一報下を｡（編）

ンティアグループが協賛し､春の野草摘みや潮遊びなど地
元ならではのプログラムが用意されました。最初は戸外で
遊ぶことにためらっていた子ども達が顔をほころばして地面

❒編集後記❒

を転げまわる様子に、保護者が「福島では落としたハンカ

涼風が待ち遠しい7・８月でした。今号は､自主勉強会レポートが
２本。事業報告はお休しました。東日本大震災・現地リポートは
第三弾となりました。時間の経過と共に被災していない私たち
の過去の記憶となることがないよう､連載をお願いしています。
被災当事者としての痛切(烈)な意見が胸を打ち､ハッとさせら
れます。感想などメッセージを古川さん宛お送りいただけるとイイ
ナッと思っています。では､次号また｡（かなめのＴｓｕｂｏｎｅ）

チも拾えないのだ」と涙目で訴えます。結
果は好評で､この夏のキャンプではさらに海
水浴で盛り上がりました。
今後の活動資金のために助成金申請
の推薦状を鳥海さんに依頼しました。「どうせ書くなら」と審
査が通る文章を多忙なスケジュールの合間に書いてくださ
いました。採択されたことは言うまでもありません。これから

〒141-0031東京都品川区西五反田2-31-9

も､子どもの保養を通して様々な形で支援の輪が広がる感

シーバード五反田401

動を機会ごとにお伝えしたいです。よろしくお願い申し上げ
ます。

（０３）３４９４・９０３３
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