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訃報のお知らせ 

皆様、大変ご無沙汰しております。いかがお過ごしでしょうか？ 

2020年に新型コロナウイルスが流行し始めてから CIL東大和ではバタバタ

しておりました。2020年に開催予定だったイベントもが次々と中止になり、

予期せぬ事態が続いた 2年間でした。 

先日、皆様に訃報のお知らせを送らせていただきましたが、2021年 12

月 24日に自立生活センター・東大和で理事長を務めていた海老原宏美が次

の世へと旅立ちました。2021年 12月 23日に北海道に入院中の彼女が本

通信のための原稿を書いてくれました。下記、海老原宏美から皆様への挨拶

文です： 

 
 

皆さま、良いお年をお迎えでしょう

か？  
世の中にコロナが登場してから
もう 2年になります。 

CIL 東大和の 20 周年イベント
を始め、みんなで集まってのイベ
ントがすべてキャンセルとなり、ず

いぶんとお久しぶりな通信となっ
てしまいました。 
私は、実は心臓がご機嫌ナ

ナメなため、なんと、北海道の病
院で年越ししております。CIL は、
肢体不自由のみではなく、知的、

精神、医療の必要な人など、種
別を問わず、その生きにくさに耳を傾け、社会のあり方を改善す
るための運動体ですが、昨年は、まだまだ力不足、覚悟不足

を痛感した年でもありました。 
進めることができた事業にあぐらをかくことなく、真摯な気持ち

で新しい一年を歩んでいけたらと思います。  海老原宏美 
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日時 2022 年 4 月 22 日（金）  
   開場 12:30／開会 13:00／閉会 20:45 
       
 
場所 ハミングホール１F 小ホール、ホワイエにて 
 
住所 〒207-0013 東京都東大和市向原 6-1 
 
内容 第 1 部 13：00～16：00 「東大和ですごした 20 年」 
 
   13:00 開会の辞 献花 
 

◆ 歴代アテンダント（介助者）による海老原との思いで
トーク 

◆ 母 海老原けえ子さんによる子育ての思い出 等 
    
   休憩 16:00～17:00 
 

第 2 部 17：00～20：45 「夢託されて」 
 
17:00 献花 
 
◆ 海老原が関わっていた様々な団体による思い出のトー

クや、学生時代の先輩による歌の上映などを予定して
います。 

 
当日は献花台を設置致します、献花だけのご来場もお待ちしております。 
 
〇ご来場の皆さまには、来場前の検温、消毒、不織布マスクの着用、な
ど感染症拡大防止へのご理解、ご協力をお願い致します。 

風よ君の声がする 
 

～海老原宏美を想うみんなの集い～ 
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短期入所事業の目的 

短期入所（単独型）を開設しました！ 
2021年 9月より短期入所（通称ステップ）を開始し、少しずつ利用が始

まっています。 
 

  

 

どんな障害があっても住み慣れた地域で、家族と離れて生活を送る経験を
積み、利用者さんの自立の気持ちを応援し、家族と一緒ではなくても安心し
て楽しく過ごせるようにお手伝いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これから地域で介助アテンダントと共に自立を目指す障害者や、施設入所が

困難な障害者（児）の家族を支援するための事業「STEP」です。本事業は下

記のようなニーズを持った利用者への場所提供を臨んでいます： 

✓ 障害者（児）が家族と離れた生活を体験したい 

✓ 家族に用事があり障害者（児）を短期で預けたい  

✓ 集団生活が苦手な施設入所者が一人になりたい 

✓ 施設でのウイルス感染を避けたい 

                         等 

 
 
 

「単独型」とは・・・ 
 施設や病院、グループホームに併設され

た部屋ではなく、アパートの 1室で、利用者
さんのペースに合った時間の過ごし方を、１
対１もしくは２対１でアテンダント（介助
者）がついてサポートします。定員は２名で、
同性介助です。同日に２名が利用されるとき
は、同性とさせて頂きます。 
集団が苦手な方、個別的な活動のサポート

が欲しい方、是非ご利用下さい。 
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また、既に STEPを使用していただいた利用者様から下記のようなお声もい

ただいております♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

J.S さん母の感想 
すごくいい！！それは今まで無かったこと
が起きている！！ 
息子が「ママ、これ食べる？」と言ってき
た。家族以外の人と食事をすることで他人
への思いやり、気遣いをするようになった。
予想していなかった気持ちの拡がりが嬉し
い。また、息子がショートに入っている間
に、お孫ちゃんの世話も出来た！フツーの
ばばちゃん業が出来て有難かった。 

T.H さん母の感想 
ステップを利用させてもらった初日は、帰宅
すると落ち着きが無かったが本人に聞いてみ
たら「行きたい」と言うので、これから定期
的に利用したい。ステップの場所が家からも
近いのでいつも家族と買い物に行っている風
景と同じで本人は安心だったかも？ 
何かあった時もすぐに駆け付けられるので有
難い。 

アクセス： 
〒 207-0021  東 大 和 市 立 野

3-594-1 アルテミス立野 101号室 

多摩都市モノレール / 桜街道駅 徒歩

8分 

多摩都市モノレール / 上北台駅 徒歩

11分 

西武拝島線 / 玉川上水駅 徒歩 15分 
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スタッフと 2年間を振り返ってみた 

CIL東大和のスタッフたちにこの 2年間を振り返ってみてもらいました！ 

皆さんには２つの質問に答えていただきました： 

⚫ 2019年～2021年はどんな年でしたか？ 

⚫ 2022年はどんな年にしたいですか？ 

 

  

 

 

孫たちと遊ぶことが癒しでした！後、

この 2 年間でうちの犬の老化が進みま

した。旅行に行けなかったことはスト

レスだったので、パスポートを使って

パーッと何処かに行きたいですね！そ

れと、リモートワークの便利さは知れ

て良かったかな！ 田渕 

失われた 2 年間でした（笑）。 

仕事においては、今までやったこ

とのない事業を始める等、学びが

多い年だったなぁと思います。 

            佐藤             

この 2 年間、悲しいことや辛いことが

結構あった気がします。早く笑える

日々が戻って来てほしいです。 

             中村 

2 年間、仕事もプライベートもバタバ

タしていてなんだかあっという間で

した！そろそろ綺麗な海が見える所

に旅行に行きたいですね！ 

               西 

家族でどこにもいけなかったので、静

かな 2 年間でした。東大和で働き始め

て 3 年になるのですが、ようやく仕事

にも慣れてきました。早く実家に帰省

したり、娘と韓国旅行とかにも行きた

いですね。娘が韓国大好きなんです♪ 

              小林 

CIL東大和としてイベントが何もでき

なかったのが残念でした。おかげでイ

ベント開催の仕方を忘れてしましま

した(笑)。今年こそは何かイベントが

出来たらいいなぁと思います。 

              渡辺 

昨日はなかなか暑かったですねぇ。 

キャラバンのエアコンが壊れた時

は溶けるかと思いました💦今年も

またコロナが再燃しているので、皆

さん外出は控えられているとは思

いますが、移送の際には月並みです

が安全第一で運転したいと思いま

す。        椎名 

あともっと野球を見に行けたらい

いなぁ。         椎名 

コロナ、コロナ、コロナ・・・ 

イベントは全てキャンセル、友達との

どんちゃん騒ぎもできない。この 2 年

間、いろいろ我慢しすぎて疲れまし

た。あと、みんなマスクをしているの

で顔が見えないことが寂しいです。今

年はコロナという言葉を聞きたくな

いですね。        久島 
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新スタッフの紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とにかくコロナ一色でしたね。そして何

より海老原さんを失った悲しみを乗り越

えるパワーが欲しいです。 

雨にも負けず風にも負けずコロナにも負

けない丈夫で優しい心と身体をもって頑

張りたいと思います。 

(かなり古びていますが・・・) 

               平松 

お菓子作りに目覚めたり、新しい自分

を発見できた 2 年間でした。 

今年は人脈づくりをたくさんできれ

ばいいなと思います。 

              伊藤 

名前：琴 向芽（くむ ひゃんあ） 

呼んでほしい名前：くむさん、ひゃんちゃん 

趣味：読書、お出かけ 

東大和で働くことの意気込み： 

自立生活センターはいろいろな活動があるので、そ

れぞれの活動を楽しみながら積極的にがんばって

いきたいと思います！ 

ひとことメッセージ： 

まだまだ私は社会経験が浅くて未熟な点が多いで

すが、これからよろしくお願いします。 

名前：星野 詠理（ほしの えり） 

呼んでほしい名前：星野さん、えりちゃん 

趣味：子供と公園で遊ぶ事、新しい事への挑戦 

東大和で働くことの意気込み： 

早く業務に慣れて、皆さんの力になれるようにがんばって仕

事を覚えたいと思います。 

ひとことメッセージ：脊髄損傷という怪我で車椅子での生活

になりました。障害を持っている方はもちろん、そうでない

方ともお知り合いになって、自分の世界を広げられたらいい

なと思っています！ 
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会費納入のお願い 
 
NPO 法人 自立生活センター･東大和は皆様の会費･寄付金が運営資金となっております。今後も

障害を持っていても自分らしい地域生活を送るために必要な様々なサポートを提供していくため

にご協力をお願い致します。 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

☆ご寄付ありがとうございました☆ 

2019 年 4 月～2022年 1 月 

東大和障害福祉ネットワーク様、加藤武司様、村野保様、小林まゆみ様、栗原里歩

様、佐賀祐太様、海老原昭朗様、原田恵子様、佐藤英樹様、古川直人様よりご寄付

を賜りました。 

 

STEP 開所の際に、生活備品等を寄付して下さった皆様 

 

青い鳥ハガキを寄付して下さった皆様 

 

皆様方の温かいご支援に、あらためて心より厚く御礼申し上げます。 

 

 

NPO法人 自立生活センター・東大和 

東京都東大和市南街 1－22－6 シティコート南街 1F 

電話：042-567-2622 FAX：042-567-2912 

Email：cil-ymt@violin.ocn.ne.jp  http://www.cil-ymt.com/ 

 

 

 

 

 

正会員 ①利用会員（当センターのサービスを利用される方）：3000円／年 

②協力会員（アテンダントさん・ドライバーさん）：1000円／年 

賛助会員（資金援助してくださる方）：1000円／1口 

団体会員：10000円／1口 

 

ご寄付のご協力もお願い致しております。 
 

郵便局：00100-９-46826 

特定非営利活動法人 自立生活センター・東大和 

mailto:cil-ymt@violin.ocn.ne.jp

