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つくしんぼからの

私た ちの 方 が驚 いて し まっ た
よりの喜びです。

てくれるこ とが、私た ちの何

クリスマス プレゼント
少しは有名になったかな？
ほどでした。

つくしんぼの中をぼんやり覗き

やブロック塀ごし興味深そうに

や犬の散歩途中の女性の方が門

ランドセルを背負った小学生

た自転車に乗って遊んでいる…」

るみたい…」「あ、あの子がま

すきっかけを作れなくて……」

のだ けれ ど 、な かな か 顔を 出

とみ たい で す。 「関 心 はあ る

こと は、 か なり 勇気 の いる こ

フラ リと つ くし んぼ を 訪れ る

しょうか。一般の方にとって、

いう 看板 を 掲げ てい る から で

障 害児 の た めの 福祉 施設 と

0年 度まで 、 新規施設 は一切
1
作らない方針なのだそうです

福祉プラン が出来上が る平成

全然 あり ま せん 。 町 田市 の

たつくしん ぼには、今 お金が

市側に補助金申請 を蹴られ
(

電気代や暖 房代として 、 右か

てしまったつくしんぼです。

お蔭でとっても美味しい焼

きいもが出来上がりました。

可愛い子どもたちのために 沢

●

●

●

山のオモチャと補助金を置い

てってくれる……》

賛助会ご入会

ありがとう ございました

高橋様、荒木様、佐藤様、高尾

様、村木様、志村様、山田様、

様、豊田様、千葉様、渡口様、

西京様、伊藤様、柴田様、黒坂

子どもたちのオモチャも今

六十苅様、山内様、天野様、佐

!
いつかきっと!

使っている暖房器具もバザー

様、大石様、岩本様、木賀様、

久間様、平野様、阿部様、池田

様、森様、吉野様、川島様、鈴

高尾様、池上様、平尾様、杉浦

ありがとう ございました

ご寄付＆ボランティア

志岐様、でんでん虫の家町田様

で売った品物も、何もかもが

プレゼントです。ほんと、貰

皆さんからのつくしんぼへの
いっぱなしです。

でもいつか、 きっと恩返し

出来る日が来ます。

てな く、平等に、楽しく仲良

障害児も健常児もわけへだ

く暮らしていける環境 をつく

金子様、杓野様、成田様、原田

木様、村井様、堀内様、志村様、

活動の充

実をめざした

設

活の改善、施

応え、地域生

切実な要求に

様、山下様、坂本木材様
1月
1

しんぼが作り、皆さんにプレ

ゼントさせて頂きます。
絶対に……。

町田 作 業所 連 絡会 の

仲間になりました

先日、我がフリースペース

つくしんぼも、町田作業所連

取り組 みを 日々 続け てい るそ

町作連）の準会

絡会（略称

うです。
(

が老いても、障害を持っても、

町作連は「『すべての市民

いきたいと考えています。

がら、 少し ずつ でも 成長 して

学び、 アド バイ ス等 を頂 きな

これ から 他の施 設の 実践を

しんぼです。

スタ ート して間 もな いつく

員に無事加えて頂きました。

補助金を貰えていない団体は

誇り高く生きられる地域福祉

準会員なんです）

の実現』を基本理念として、

そし て、 何より も早 く、補

助金 が貰 う こ

一九九〇年に発足した障害者

とが 出来 る よ

う、 頑張 っ て

団体の連絡会」とのこ

加盟している団体同志はお

いこ うと 思 い

施設

互い、横の連携を図るとと共

ます。

となのだそうです。

に、障害者や家族、関係者の

)

うわけで、古いタンスを一つ燃やし、火種にし

(

えーい面倒だ、タンスを燃やしてしまえ!!とい

)

がつかない。

町田市小川1511番地
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

「あれ、今日もまた何かやって

込んで いる……。そんな光景に

親たちから徴収する会費は、

プレゼントとは……？

出会うことが、最近とっても多

とい う噂 を 風の 便り に 時折 聞

くなりました。
いていました。

そんな方々が、今回のバザー

この会報誌『 つくつく通信』
は、賛助会に入会して頂いた方々

にい らし て くれ まし た 。そ し

はっきり 言って辛 いです。

ら左へとア ッという間 に消え

にはもちろん郵送していますが、

て「 今度 ウ チの 子を 連 れて 遊

て、さあ焚き火だ……と思ったけど、うまく火

て行ってしまいます。

その他に地域の小学校で 生徒達

だから、ふ と、こんな 夢みた

ちの方です、はい。（あはは）

びに 来て も いい かし ら ？」 と

は？……もちろんお母さんた

に配って頂いたり、郵便局に置

食べすぎて太ってしまったの

いなことを考えてしまいます。

みんなでさくら公園に行って枯れ葉を拾って来

おっしゃって下さったのです。

すもん。

かせて頂いたり、 銀行の掲示板

の日はお待ちかねの焼きいもパーティーの日で

《クリスマ スイブの夜 、サン

は取り越し苦労。午後になったとたん、大勢の

こ うや って 、 一 人ず つで も

みんな来なかったらどうしよう……なんて心配

に貼らせて頂 いたり、朝日新聞

朝起きてみると、とっても寒～い!!

タがつくしんぼにやって来て、

11月16日(土) 天気 晴れ

つくしんぼの輪が広がっていっ

♪♪♪つくしんぼ日記♪♪♪

さんに無償で折り 込みして頂い
たりしています。そのせいか、
私たちの 知らな い方々に も多
数読んで頂いているようです。
（あくまで推測ですけど……）

!
バザー開催 !
先 日は 賛助会に 入会して頂
いた 方々 を 中 心 に 、つ く し ん
ぼ内にお いて第 一回の バザー
を開かせて頂きました。
木 曜日の昼間と いうこ とも
あり 、ま た 初 め て だか ら こ れ
から のた め の 練 習 のつ も り …
…と思って いたのです が、予
想以上の方々に集まって頂き、

だってこ
子供がつくしんぼに集合しました。

つくしんぼの会報誌
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“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

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
つくしんぼの活動は、月
曜日から土曜日までの午
後１時から５時までです。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
あとの２人は、うれしそうに相づちを

先日の、《つくし野中フェスタ２１》

打ったり、元気よく「行こう、行こう」

に参加させていただきました。

つくしんぼ
交 遊 録

おいでになった方も大勢いらっしゃる

と、言ったり。
３人の様子を見ているだけで、頬がゆ

ことと思いますが、想像以上の賑わいに、

るんでくるのが、自分で分かります。

ほんとうに驚きました。

●

《自分が暮らしている地域で、地域の皆

人も、私のように《お客さん》として参

さんと一緒に、楽しい１日を共有できる》

●

加している人も、みんな楽しそうでした。
それにしても、なんと大勢の人が集まっ
たことでしょう。

不調な校長のひとりごと

●

●

●

●

●

●

何とすばらしいことでしょう。
「毎日毎日、障害のあるなしにかかわら
ず、気の合う同士が、ご近所同士が、ご

学校を舞台に、いわゆる老若男女がこ

くごく自然にこんな暮らしができればい

んなに集まるということが近年、この近

いなぁ」と、３人の姿を目で追いながら

隣であったでしょうか。

思っておりました。

折田 則孝
つくしんぼ代表の山下さんから「『つく

●

お店を出す人も、演奏や演技に頑張る

つく通信』に原稿を書くように」とのご下

子ども達のために、地域の皆さんが力

『つくしんぼ』の活動が軌道にのり、地

命（？）があり、「何を書けばいいの？

を寄せ合ってくださっている様子は、心

域の子ども達が楽しい楽しい時間を共有

雑感でいいの？」と聞きますと、「何でも

からありがたいと思ったことでした。

して育ち、将来、この地域が《年中フェ

いい」とのご返事。

そんな賑わいの中で、常に連れ立って

困ったなぁと思いながらも、お断りする

スタ気分》になることを念じております。

行動しているトリオがありました。

理由も口実も持ち合わせがなくて……。

２人はつくしの中学Ｉ組の子で、１人

折田さんは、つくしんぼの子ど

話し込んでいるうちに、私が15年も前に

はその卒業生です。在学生２人は、それ

もたちのうちの多くが通う「南

受け持っていた子が、現在、公民館の青年

ぞれ南四小と南つくし野小の卒業生です。

つくし野小学校」の校長先生で

学級で山下さんのお世話になっていること

１人がリーダー的役割で、「あれを見

す。つくつく通信へのご寄稿、

が判明して、ますます断れなくなって……。

にいこう。これをしてみよう」と誘って

駄文ながら……。

います。

コンビニあり

横断歩道
あり

(校長先生に似てるかな～？)

バザーに関してのお願い

♪つくしんぼの地図♪
小川
交差点

町谷原
交差点

のバザー開催を予定しています。

あそびに
きてね～

町田街道
バス停
(ĤğĨĽčĖ前)

が、お正月休みは人並みに休ませ
て頂く予定でおります。

もしご家庭にご不要な品物が

年末は12月26日(木)まで

ありましたら、ぜひつくしんぼ

年始は１月８日(水)から

の方へご寄付頂けたら幸いです。
また、ガレージセール的に自

「ニチパック前」
のバス停より
徒歩３分

遊 びにい らっし ゃる

ら出店なさりたいという方も大

皆さん、どうかご注意

歓迎です。ご連絡お待ちしてお

下さいね。m(__)m

という予定でおります。

フリースペースつくしんぼ

賛 助会 費 は

賛助会ご入会のお願い

年間、一口二

うか。

を持つ子ども達の地域

私 たち は、 ハ ンデ ィ

内での放課後活動の場

千円でお願い
しております。

頂いた方には、

会員になって

毎月、この機

加入者口座名称

としてフリースペース
つくしんぼを今年五月

し かし なが ら 、公 的

郵便振替口座番号

に開所しました。

補助を受けていないつ

関誌「つくつ
く通信」お届

のお支払いは、
関係者に直接お渡し頂

けさせて頂き

くか、お近くの郵便局

くしんぼの運営状況は、
極めて厳しい状態にあ

いがございます。本当
に勝手なお願いで申し

より下記の口座番号に

るのが現実です。

訳ないのですが、「フ

お振込いただければ幸

ます。 年会費

リースペースつくしん

いです。

そ こで 、皆 様 にお 願

ぼ賛助会」にご入会し

6～2
1
東京都世田谷区砧６～2
身体障害者団体定期刊行協会

ちょっと考えてみて下さ
い。私たちの周囲に、本当
の意味で自由に集まれる場
所なんてありますか？ 民
間の施設は予約の手続きが
面倒だし、喫茶店等だとい
ちいちお金がかかるし、公
園は雨が降ったらただの水
たまりになっちゃうし……。
自由気ままに集まれる場
所がある。たったそれだけ
のことが、人と人との心を
繋ぐきっかけになる。こん
なこと、つくしんぼを始め
なかったらきっと気づけな
かったんでしょうね。

ては頂けませんでしょ

発行所

気がつけば12月。いやあ、
早いものです。つくしんぼ
ももう半年以上続けている
んですね、私たち。(お金
もないのにエラいなあ)
スタート当初は「ただ集
まる場所があるだけのつく
しんぼで一体何が出来るん
だろうか？」という不安で
いっぱいの私たちでした。
が、そんな心配など取り
越し苦労だったということ
に、最近になってようやく
気づき始めました。

プンしていたつくしんぼです。

町田駅より「鶴間」
行きのバスに乗り

田園都市線「すずかけ台」駅からだと徒歩15分です

編集後記

夏休み期間中はほとんど毎日オー

（春夏秋冬あると思って下さい）
で……お願いです。

ココです

年末年始の予定

つくしんぼでは今後、年４回

ります。

定価
50円

ありがとうございました。

00120-7-168283
フリースペースつくしんぼ

～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～

