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い込まれてしまうのです。

らず、策定委員の皆さんは学

齢期の障害児に関する問題に

ていたのですが……。
つくしん ぼの子ども た

は一切触れてくれませんでし

てくれるの？

皆で傍聴しませんか？

この福祉計画によって、町

田市の今後七年間の福祉政策

の骨組みが決まってしまうの

です。にも関わらず、傍聴者

が少な過ぎるような気がする

のは、私たちだけでしょうか？

もっともっと、関心を持た

れていいはずだと思うのです
けど……。

賛助会ご入会・ご更新

ありがとうございました

志賀 様、 湯浅 様、 中 井様 、山

之内様、小浪様

ご寄付＆ボランティア

ありがとうございました

高尾 様、 和知 様、 藤 元様 、林

様、高倉様、箱崎様、坂井様、

桜井 様、 山下 様、 甲 田様 、小

笠原 様、 三宅 様、 東 條様 、藤

田様 、斉 藤様 、松 崎 様、 藤元

様、 大和 田様 、岩 谷 様、 寺田

様、青木様、半田様、大橋様、

志村様、藤本様、佐藤様

にも つく つく 通信 を 送ら せて

６月

くし ん ぼが ス ター ト

用紙 を同 封さ せて 頂 きま すの

頂い てい るの です が 、こ れま

こ の一 年の 間 、活

で、 出来 まし たら 賛 助会 にご

して か ら、 お 蔭様 で

動資 金 のま っ たく な

入会 して は頂 けま せ んで しょ

つくつく通

いつ く しん ぼ にと っ

たの が 多く の 賛助 会

信を送らせて

うか？

入会 者 の皆 さ んの ご

頂くこと以外

が、今月以降、ご入会して頂

し訳ないと思っているのです

……と言いつつ、本当に申

思って頂けた

購読料とでも

せめて通信の

いのですが、

に何も出来な

いて一年が経過した方々に賛

ら幸いです。

です。ご更新をお願い出来ま

もしよろしかったらで結構

いよ う我 々も 努力 し てゆ くつ

地区 が福 祉か ら取 り 残さ れな

の第 一号 の福 祉施 設 です 。南

つく しん ぼは 町田 の南 地区

すでしょうか？（なお、振込

もご協力をお願い致します。

もり でお りま すの で 、ぜ ひと

また、寄付等を頂いた方々

料はかかりません）

用紙を同封させて頂きます。

助会ご更新のための郵便振替

ありがとうございます。

好意 で した 。 本当 に

て、何よりも嬉しかっ

た申 し訳 ござ いま せ ん。 振替

フ リー スペ ー スつ

(

て、お金一体誰が出し

た。一体なぜ？？？

ちはそん なことお 構いな

策定委員長に「こんにちわ～っ

ります。マイクを奪い取って

屋の中で勝手気儘に遊びまく

し、公聴会の行われている部

障害者計画って知ってますか？
障害者計画ってなに？
一 九 九三 年 に 成立 し た障 害

いざ、公聴会へ
先日、障害者計画策定委員

!」って話しかけてしまった
!
りする始末。雰囲気は一転し
て和やかなものになってしま
いました。
公聴会の場をこんなにソフ
トムードにしてしまって、うー
ん、よかったのかなあ。

はログハウスだー!!」っ

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

者基本法の中において「国・都
道府県・市町村では、新たに障

何はともあれという感じで参

会の公聴会がありました。我

こ れ を受 け て 、国 で は一 九
加し、障害児の放課後問題に

害者計画を策定する」ことが決

九五年に「障害者プランを発表。
ついて言いたいことを言わせ

がつくしんぼのお母さん達も、

町 田 市で も 現 在、 障 害者 計
て貰って来ました。それも、

まりました。

画策定委員会が審議継続中です。
なんと子連れで……。

子どもたちを預けておく場所

ま、仕方ないか。

がないのですから。そういう

「よーし、つくしんぼを建て代える時

一年が経ちました。

賛助会に加入して頂いた
方々へのお願い

だって、仕方ありません。

「そういう難しいことはちょっ

公聴会のあった翌週、正規

他人事では済まされない
と……」と思ってる方、多くあ

場所がないからこそ、つくし

の策定委員会が開催され、私

学童期の問題はどこへ？

りません？

んぼみたいな施設が必要なん

たちは傍聴に出かけました。

お母さんたちも、その施設の素晴らし

思っていました。私たちの眼中

委員会の内容は、公聴会の総

さに目をシロクロ。

実 は 、私 た ち も同 じ よう に

! というこ と が一番言いた
だ!
かった私たちです。

括的な内容のものでした。

ちはそりゃもう大はしゃぎ!!

にあるのはつくしんぼの運営の

ロケットハウスは横浜市が運営してい

その策定委員会の席で……

クのような遊具が盛り沢山!! 子どもた

子どもが一番すごい

トハウスに行きました。

ことばかりなので、とてもじゃ

で、せっかく休みだからと、田園都市

ないけど市の作る障害者計画の

線はたまプラ～ザ駅のそばにあるロケッ

障害児学童の件はもちろん、

グハウスの中に、フィールドアスレチッ

策定委員さんや市の関係者

(うーん、なんか変だよなあ???)

策定なんて難しい話には縁がな

んなみ～んな開校(園)記念日でお休み。

町田養護学校やすみれ会も公
聴会に参加していたにも関わ
る子どものための施設。三階建てのロ

の方々がずらりと並ぶ公聴会

６月10日(火) 天気 晴れ

いと。

の席。重々しい雰囲気が漂っ
この日はなぜか、小学校も幼稚園もみ

と こ ろが 、 ど うや ら そん な
呑気 なこ とな ど言 って られ
ない 状況 らし いの です 。市
の作成する障害者計画によっ
て、 今度 七年 間の 町田 市内
にお ける 福祉 の方 向性 が決
めら れて しま うら しい ので
す。
もし 、こ の計 画内容 の中
で障 害児 学童 につ いて の問
題に 触れ られ てい なか った
ら、 それ こそ 今後 七年 間、
つく しん ぼは 認可 など まっ
たく 受け られ ない 状態 に追

♪♪♪つくしんぼ日記♪♪♪

つくしんぼの会報誌

1997年７月号
(No.13)
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編集～フリースペース
つくしんぼ

つくしんぼホームページがインターネット上にデビュー!! アドレスは「http://www.join-am.or.jp/~tsukushi/index.htm」です
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つくしんぼ
交 遊 録

南の島に生まれなくても
三田村 敦子

に。国語や算数や学芸会の劇ができなく

地よい空間で、最近は日曜日にも玄関を

てもちゃんと生きて行けるのに。島民た

開けてもらって入りびたっています。

ちはちょっと変わった喋らない子だけど、

絵を描くのも大好きな絵梨は、つくし

暖かく見ていてくれそうなのに……と思

んぼで絵画教室のある木曜日は特に大喜

います。

びです。そして最近男の人大好きの彼女

彼女にとってはそういう単純な生活が

は、ボランティアのお兄さんの膝の上に

とてもわかりやすくて安心できるものな

乗ったり、肩車してもらったり、つくし

のでしょうけど、そこでふと私は我に返

んぼのお姫様をやらせてもらってます。

ります。文明の進みすぎた現代日本、高

毎月のレクリエーションも楽しみで、

学歴が高度な技術を産み、そしてそのハ

バーベキュー大会、焼きいも大会、クリ

イテクノロジーが豊かな生活を作りあげ

スマス会、おもちつき、お花見等、次か

ると信じられている今の日本では、南の

ら次にイベントありで、絵梨って本当に

娘の絵梨は、とってもおてんばな小学

島での自給生活は夢物語。それに、もし

人との出合いに恵まれている子だなとつ

三年生の自閉症の女の子です。得意なこ

水道もガスも電気もないところで毎日や

くづく思います。お蔭様で絵梨がいろん

とは木登りと自転車。でもこれって学校

しの実ジュースと魚を食べてクラスなん

な人を連れてきてくれて、母親の私もい

●

●

の課目にはないんですよね。あと水遊び

て……私が 耐えられないと思ってしまう

ろいろな出合いがあり、人との輪が広がっ

も大好きです。

のです。

てきました。

母の私は、彼女を見ていて時々思いま

この子達にとって、こんな厳しい現実

母娘ともども、とても充実した日々を

す。もし彼女がどこかの南の島で生まれ

社会ですが、つくしんぼができて一条の

送っています。南の島に生まれなくても、

たのならば、やしの実を取ったり、海で

光が射してきました。彼女にとってつく

幸せって身近なところにあって、それに

魚や貝を採ったりして暮らしていけるの

しんぼは、とってもリラックスできる心

気づくことなんですね。

つくしんぼの
夏休みの計画表

7/19 つくしんぼ夏祭り
(14～17時)
7/24 絵画造形教室
7/26～27 八ヶ岳旅行
7/28 ミュージックセラ
7/29 造形教室(志村先生)
7/30 リトミック(志村先生)
8/4 ミュージックセラ
8/7 絵画造形教室
8/10～17 お休み
8/18 ミュージックセラ

8/21
8/23
8/25
8/26
8/27
8/28
8/30

『どんぐりの家』

ふるさと工房行き
町田であの
盆踊り(氷屋さん)
ミュージックセラ
のアニメ映画上映会があります!!
造形教室(志村先生)
リトミック(志村先生)
時 ／1997年８月30日(土)
絵画造形教室
11:00～ 14:00～ 18:00～
どんぐりの家の映画

予定のない日も月曜～土
曜日の10時～6時まで開
いています。

♪つくしんぼの地図♪
小川
交差点

横断歩道
あり

コンビニあり

町谷原
交差点

し かし なが ら 、公 的

つくしんぼを昨年五月
に開所しました。

としてフリースペース

内での放課後活動の場

私 たち は、 ハ ンデ ィ
を持つ子ども達の地域

関誌「つくつ
く通信」お届

毎月、この機

頂いた方には、

しております。
会員になって

千円でお願い

年間、一口二

うか。
賛助会費は

加入者口座名称

フリースペースつくしんぼ

補助を受けていないつ

けさせて頂き

郵便振替口座番号

日本でトップ
を切っての上
映会です。
見ないと損で
すよ～っ!!

賛助会ご入会のお願い

くしんぼの運営状況は、
極めて厳しい状態にあ

ます 。 年会費

るのが現実です。

そ こで 、皆 様 にお 願

今月号の誌面が出来上がっ
てみて、ハッとしました。よ
くよく見ると市内の方々向け
のような内容になってしまっ
ているではありませんか。こ
の通信が東北の方から九州の

方にまで読んで頂いていると
いうのに……。市外の方、本
当に申し訳ありません。
よくよく考えてみると、上
の地図も近所の方にしか分か
らないですよね。
今号は笑って許して下さい
ませ。m(__)m

のお支払いは、
関係者に直接お渡し頂

編集後記

くか、お近くの郵便局

田園都市線「すずかけ台」駅からだと徒歩15分です

いがございます。本当
に勝手なお願いで申し

「ニチパック前」
のバス停より
徒歩３分

より下記の口座番号に

ココです

訳ないのですが、「フ

町田駅より「鶴間」
行きのバスに乗り

リースペースつくしん

バス停
(ĤğĨĽčĖ前)

お振込いただければ幸
いです。

町田街道

(３回上映・入替制）
所 ／町田市民ホール
（小田急orＪＲ町田駅より徒歩５分）
鑑賞券／大人
1,200円(当日1,500円)
小中学生 600円(当日1,000円)
チケット取扱先／あじさい共同作業所(0427-94-3252)
町田かたつむりの家(0427-36-6204)
町田手話サークル (0427-82-0696)
つくしんぼでもチケットを取り扱っています。
ご希望の方は、代表の山下(0427-95-3725)までご連絡
下さい。(売り切れの場合はご容赦下さい）
ぼ賛助会」にご入会し
ては頂けませんでしょ

6～1
東京都世田谷区砧６～2
2
身体障害者団体定期刊行協会

あそびに
きてね～

発行所
定価
50円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
つくしんぼは、月曜日か
ら土曜日までの午後１時
から６時まで開いてます。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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～

