一体どうなるんだろう？

は、 療育
を専 門に
して いる
先生 方や

をどう した らい いか ？」 は最 大

くしん ぼに とっ て「 夏休 み期 間
寄付金も頂きました。

域の方 から 賛助 会費 とは 別に

予算 ゼロ では大 変だ と、地

生もいました。

子ども たち の通 う小 学校 の先

初めての夏休み
TEL 0427(96)8468

“ つく し んぼ” はハン ディ を も つ子ど も た ち のための放課後活動のスペース です

今年 スタ ー トし た ば かりの つ

の心配事でした。

ちに と って みれ ば、 一日 じゅ う

どころ か、 学校 がな い子 ども た

に休ん では いら れま せん 。そ れ

学校が 休み だか らと いっ て一 緒

う大義 名分 ？ が あ る 限りは 、

学 童 保育 的 役割 を 果 たす と い

な方面 から 応援 して 頂い てい

!
くれて。感謝感激です!
いろ いろ な方々 にい ろいろ

まし た。 それも印刷までして

配の新 聞に 折り 込ん で下 さい

このつ くつ く通 信を 無償 で宅

ＡＳ Ａつ くし野 店さ んは、

)

が放課後みたいなものです。

るつく しん ぼ。 今年 五月 にス

遊びの苦手なお子さん
を持つご両親様へ
障害児の 放課後活動の場とし
が、対象 はハンディをもつ子ど

てスター トした つくしんぼです
もだけと は限っており ません。
将来的に は、障害児と健常児が
本当の意 味での『子どもたちの

こだわり なく遊ぶことのできる
楽しいフ リース ペース』づくり
を目指しています。

様、田代様、鈴木様、 堤様、 平

代永様、藤元様、松川 様、田中

様、真鍋様、 志村様、神 長様、

榎戸 様、加 藤様、吉田 様、松森

原様、杉浦様、三川様、飯崎様、

渡辺様、高 橋様、和田 様、小笠

山様、嶋田様、八杉様、成田様、

様、荒木様、 鶴間幼稚園 様、内

大島様、依田 様、山岡 様、西 村

あ りが とう ご ざ いま し た

だまだ全然足りないですけど）、 ご寄付＆ボランティア

子どもたちと一緒に遊んでくれ

るボランティアさんも多数いらっ

しゃって頂いています。また、

子どもたちのすこやかなる心の

成長を願う健常児のお母さん方

もよく遊びにいらっしゃいます。

お 子 さん の 友 だち づ くり の

ための第一歩として、またお母

さんの気晴らしのためにも、ぜ

ひつくしんぼをご利用下さい。

(

田様、山本様

賛助会ご入会

(

)

大島様、斉藤様、神 長様、嶋田

あ りが とう ご ざ いま し た

様、中西様、 永井様、 塙様、庄

司様、三宅様

が行われています。正直申しま

そこで皆様にお願いがござい

して、綱渡り状態の連続です。

保護者のみの手による自主運営

現在つくしんぼは、障害児の

「 ウ チの 子は 障 害児 っ てわ け
つくしんぼからのお願い
じゃない んだけ ど、友だちと遊

ぶのがど うも苦 手で、 いつも一
人で遊ん でばかりいて……」な
どという 漠然とした悩みをお持
ちのお母 さん方はいませんか？

町田街道

「…… やっ ぱり 朝か ら夕 方ま で

賛助会費は、郵便振替か、
関係者に直接お渡し願える
と幸いです。

ます。

★ボランティアとして、子ど

もたちと遊んで頂ける方はいらっ

しゃいませんでしょうか。もち

ろん経験等は問いません。子ど

もが好きな方でしたらどなたで
も結構です。

★皆様の家に使わなくなった

オモチャはありませんでしょう

か。もしございましたら、

つく し ん ぼに 寄 付 頂け る
と幸いです。

★賛助会員を募集してお

ります。年会費一口二千円

でお願いしています。

♪つくしんぼの地図♪

もしいら っしゃいましたら、

よくまあオンボロ一軒家の床が抜けなかったものです。

タート した ばか りの グル ープ

さん合わせて50人ですよ、エアコンもない家に50人!!

「えー い面 倒だ 、こ うな った ら

んぼですが、この日はもう狭いこと狭いこと。だって集

活動しなきゃなんないのかなあ」

一度お子 さんと一緒に つくしん

「結構広いじゃない……」と言って貰っているつくし

ですが 、町 田市 南地 区の 第一

ぼに遊びにいらしてみて下さい。

午前中が志村先生＆真鍋先生によるリトミック教室、

号障害 者施 設と して 、一 歩ず

つくしんぼにはいろ いろなオ

そしてお昼がダイナミックカレーパーティ!!

夏休み 期間 全部 のス ケ ジ ュー ル

♪♪♪つくしんぼ日記♪♪♪

つ前進 して ゆけ れば と思 って

夏休み最大のイベントだったのがこの日の活動でした。

モチャも ありますし（本当はま

８月８日(木) 天気 晴れ

います。

つく しん ぼ
!
大図解!
庭もあるよ

洋６

!」
を組んでしまえ!

!
悪戦苦闘の連続!
補助金ゼロのつくしんぼには、
専任の 指導 員を 雇え るお 金な ど
ありま せん 。結 局は お母 さん た
ちが頑張るしかない……。
ところがこれがとっても大変。
な んて った って 、家 事一 切を 放
り出し てつ くし んぼ に来 なけ れ
ばならないのですから。
「こん な忙 しい 夏休 みは これ ま
でなかった」

なお、ご連絡はつくしん
(

)

ぼ 6～８４６８ か、代表
9
5～３７２５ まで
の山下 9
お願いします。
(

)

勝手なお願いばかりです

が、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

月～金の午後1～6時です。

ココです

郵便振替口座番号 00120-7-168283

バス停(ﾆﾁﾊﾟｯｸ前)

つくしんぼの活動時間は、

「ニチパック前」
のバス停より
徒歩３分

きてね!!

ボランティアのみな
まった仲間の総勢が、親子 先生

加入者口座名称
フリースペースつくしんぼ

町田より「鶴間」行き
のバスに乗り

あそびに

などと 愚痴 をこ ぼし なが らも 、

玄関

ﾋﾟｱﾉ

ﾛｰｶ

和６
和６

町谷原
交差点

横断歩道
あり

小川
交差点

笑顔をたやさずつくしんぼにやっ
て来るお母さんたち……。
とっ ても 忙しか った けど、 嬉
しいことも沢山ありました。 活
動を手 伝っ てく れた 大勢 のボ ラ
ンティ アの みな さん 。そ の中 に

wc

和８

ｵﾌﾛ
ｷｯﾁﾝ
和６
ｵﾓﾁｬ
の
部屋
本の部屋

1996年９月号
つくしんぼの会報誌

（第３号）

発行～フリースペース
つくしんぼ

町田市小川1511番地

～この通信を掲示、あるいは置かせて 頂けるお店や施設等を探しています。よろしかったらご連絡下さい～

