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 トルコ・シリアで大地震が起きた。東日本大震災並みの大きさ。 

この両国は、日本と同じ地震多数地帯とは聞いていたが、TV からの映像を見ると恐怖の揺れ

である。 

 多くの家屋がつぶれ、実際どの位の人がガレキに埋まってしまっているかわからない。でも

毎日少しずつ生存者か確認されていることは嬉しい。しかし死者の数は東北の震災以上だ。 

トルコは今のウクライナ戦争において大きな役割を持つ国であり、又シリアは内紛が終わらず、 

多くの死者、多くの難民を出したままの国。内紛状態であるから、まともな捜査隊も構成でき

ないから実態が分かるまで相当かかるだろうと思われる。 

 ウクライナ戦争が終わらない今、そしてコロナの収束の見通しもわからない中、世界中に安

らぎのある所などあるのか？と思われる状態になってしまった。 

 先進国のインフレ、中国の国土野望、北朝鮮の動き、こんな状態の中で地球の温暖化はどん

どん進む。日本の今度の日本海大雪、世界中の気候異状は続く。人類がよりよい生活・快適な

生活を求めている中、更に必要となるエネルギー、風や波や日光や地熱じゃとても間に合わな

いエネルギーを必要とする生活をしてしまった。今更戻れない。 

 こうした中人間の欲望はさらに進む。特に国土欲は戦争を生む。 

欲望むき出し、自分のことだけしか考えないことが個人の主張とは 

あまりないも情けないし、あってはいけない。 

この人間の欲に、今地球は我々にムチを打っているのかもしれない。 

 

今ゆめみっこに集まった皆さんとは欲ではない家族愛という大きな愛で暮らしていると思い

ます。この家族愛が隣人愛を生み、そして地球愛を生む。そしてもっと大きなものを包む愛へ

と広がっていくものと信じています。コロナでは密は禁止でしたが、こんな時だから更に親密

を持ち、手をつないでいくべきと思います。 

最後にこのゆめみっこの為に生涯をささげた森田寅くんにありがとうの感謝の言葉をのべ、ご

冥福を祈りたいと思います。 

そしてこのウクライナ戦争、コロナ、地震で亡くなった方へのご冥福をお祈りします。 

 

 

地球は怒っている？ 
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ご 挨 拶 
理事長 森田まゆみ 

こんにちは。今年もまた新しい月日が始まり、もうすでに立春も過ぎ暦の上では春ですが、

まだまだ寒さが身に染みる会津です。この冬、普段は雪など降らない所に降ったり、新型コロ

ナの第８波に翻弄されたり等大変な思いをされた方も多かったのではないでしょうか。皆様い

かがお過ごしですか？ 

夢あるきでは令和 4 年度もあと１か月と少し、まとめの時期に入っています。今年度は、夢

あるき開設 25 周年、夢の樹開所 10 周年の節目の年でした。コロナ禍ではありましたが、

11 月６日に「発達障がい児・者の豊かな生活のために」～青年期・成人期の現状から            

～の演題で早稲田大学教授の梅永雄二先生をお招きして記念の講演会を 3 年振りに開催する

事が出来ました。１００名を超える方々にご参加頂き、盛会裏に終えることができました。 

また、夢の樹は 10 年を迎え、多機能事業所として、現在は、就労継続支援 B 型と生活介護

を行っていますが、特に生活介護事業所（愛称こもれび）の環境整備をしたく、ゆめみっこ敷

地近くに B 型とともに移転を計画し県の補助事業にも申請しましたが、諸般の事情により今

回は取り下げしました。今後よい良い環境づくりを目指して、また、Ｂ型についても開所当初

の計画も含めて見直したいと思います。 

そして、ゆめみっこも今年開所 25 年、当初は保護者通所のみでスタートし、日常的な支援

の必要なお子さんの増大や保護者のレスパイトも考え分離療育を始めて 18 年になります。現

在センターの分離療育は午後 2 時までで給食もあり日々の生活を穏やかに過ごせるよう、ま

た毎月の行事も楽しめるよう工夫し、今年に入っては恒例のだんごさしや豆まきをしました。

この 3 月、5 名のお子さんが卒園し巣立っていきます。統計的にも知的な遅れを伴う自閉症よ

り知的な遅れの伴わない自閉症の方が多くなっている現状もあってか分離療育の利用が年々

減少する中、来年度の分離利用予定児は数名となりました。その反面、小学校入学後辛い思い

をして放課後等デイサービスを希望する待機児が増える一方です。早期診断早期支援の大切さ

を伝えたいと思います。また、先日 25 年前にゆめみっこを立ち上げた目標の一つである強度

行動障害に対するネットワークづくりの検討会がありました。 

これまでを顧みると、ゆめみっこでは勿論の事、家庭や地域で穏やかに過ごし、持てる力を

発揮しながら生活することができるようにする事を更に強化していく必要性を強く感じます。

家族との協働、家族支援と幼児教育、学校教育との連携が課題と考えます。この子たちの SOS

を理解し、よりよい環境をどのように作っていくか、初心に戻り、新年度、児童発達支援を保

護者通所療育のみにしてスタートします。 

梅の便りも聞こえましたが、辛い不安なニュースが多すぎてしんどいですね。12 月前監事

の渡部浩二郎先生がご逝去されました。そのご尽力に心から感謝申し上げたいと思います。そ

して、「ゆっくりでいい」「継続は力なり」「中途半端にしない」と支え一緒に歩いてくれた夫の

想いを大切に、これまで共に進んできた仲間たちと残されたときを悔いのないように、出来る

事をもう少し重ねていこうと考える今日この頃です。この子たちの為に今後も変わらぬご支援

を頂きますようお願い申し上げます。 

皆様、どうぞ、お元気でお過ごしください。 
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令和４年度は夢あるきの正会員の一名の方が成人を迎えられました。 

成人を祝う会は、１月９日に開催いたしました。成人を迎えられた方の 

これまでの歩みなどをお寄せいただきました。 

 

この度は娘、涼華のために盛大な式をしてくださりありがとうございました。 

長男に続き涼華も幼少期には、たくさんお世話になりました。 

よく動き、よく泣き、よく笑い たくさんの思い出がとても懐かしく思い出します。小

学校まで基礎を学びそれ以降は学校で頑張っておりましたが、人生色々あるもので不

登校になった際には森田先生に相談をしてたくさんの話を聞いていただき少しずつ前

に進むことができました。それからは、絵を描く事が好きなので親子でライブ配信を

したり身近な方に依頼を頂いたりして夢の個展に向かって行きたいと思います。 

周りの支えていただいている方々には本当に感謝しております。 

成人式、本当にありがとうございました。         三瓶 江美子様 

 

 

 

 

 

 

発達障害啓発週間 4 月 2 日〜8 日 

自閉症のことを知るための日をつくろうと、世界の国の代表が国連
の会議で毎年 4 月 2 日を「世界自閉症啓発デー」に決めました。
それから、いやし・希望・平穏を表す「青」をシンボルカラーにし
て、世界各地でイベントやライトアップなどが行われるようになり
ました。 

4 月 2 日には、みなさんも青色のものを身に付けて、自閉症をはじ
めとする発達障がいの人たちを応援している世界中の人たちとつながっ
てみませんか。（日本実行委員会 公式サイトより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝 成 人 

齋藤 恵美子 

昨年12月20日に入社した齋藤恵美子(さいとうえみこ)です。 
趣味はつまみ細工で、成人式用の髪飾りを作る工程を楽しんでいます。 
不慣れなことが多く時間はかかりますが、落ち着いて仕事を進められるよ
う研修を頑張ります。よろしくお願い致します。 

＜職員紹介＞ 
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【 賛助会員 ご加入・ご継続ありがとうございます 】 順不同・敬称略 

 吉田圭子 ピーターパンデイサービスセンター杉原正博 高木量子 天笠昌明 

 佐藤理江 有限会社きくや生花店 谷口健太郎 ㈱ユーキトレーディング 森田美咲 

 丸果会津青果株式会社 佐藤昌久 榎田哲士社会保険労務士事務所 三瓶剛 佐藤光 

 会津若松地区連合会 高橋芳 江川和宏 前田操 金子恭也 つるが保育園 木村美紀 

 社会福祉法人博愛会すくすく園 有限会社あさ工房代表取締役関口常正 奥家香織 

 特定非営利活動法人わくわくネットいわき 滝沢恭平 大石唯 赤羽清孝 安倍智恵 

 横田みなみ 目黒ハナエ 小針泰子 佐藤恵美 斎藤基雄 鈴木久枝 森田美冬 

 幼保連携型認定こども園ひかり 

   

 

【 ご協力ありがとうございました！ 】 順不同・敬称略 

鈴木征一 諏訪静香 高羽智恵子 渡部靜子 たんぽぽ園 会津若松市選挙管理委員会 

喜多見みずえ 国際ソロプチミストアメリカ日本ソリューション成田純子 菅家美穂 

三瓶江美子 ドレミ保育園園長猪俣由美 大谷潔基 コパン・クラージュ 寺岡美紀子 

根本香織 ㈱カッツコーポレーション 榎田社会保険労務士事務所 渡部美代子 

北見真貴 有限会社南進測量樋山秀樹 前田操 夏目博隆 山崎康子 五十嵐みさ子 

安藤美幸 ファミリーサポート会津 戸田由美 福田 齋藤ミユキ 鈴木新六 ㈱おくや 

細井敦子 一条ゆみ 山口正幸 熊田純子 岩淵薫 佐瀬真由美 渡部君子 坂本芳江 

渡部里美 佐藤理江 野崎印刷紙業株式会社 丸果会津青果株式会社 

  

 

賛助会員加入ご協力のお願い 

特定非営利活動法人夢あるきは、1997 年に会津自閉症の療育を考える会「夢あるき」

として発足（2004 年に法人格を取得）以来、自閉症を中心とした発達障がい児・者へ

の支援を行う団体です。現在は、児童発達支援センターゆめみっこにて地域支援・児童

発達支援・放課後等デイサービス、夢の樹にて就労継続支援 B 型、こもれびにて生活介

護・日中一時支援を行っております。今後もより良い療育・支援を継続していくため、皆

様方のあたたかいご支援・ご協力をお願いします。 

年会費１口 3,000 円～何口でも、納入につきましては別紙払込票、または現金とさせて

頂いております。詳しくはお問い合わせください。 

 

 

≪編集後記≫ 
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頒価/100円 

 外出時のマスク着用が習慣化して

います。花粉症の時期もせまってい

るので、まだもう少しマスクのお世

話になりそうです。（S.E） 

 


