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つくしんぼの住所は「町田市

つくしんぼという名前

います。

ぼに 寄 付し て頂 いたり もし て

で売 れ 残っ た品 物をつ くし ん

て下さ り、 フリ ーマー ケッ ト

れて い る方 も、 今では 大勢 い

地域ってなんだろう

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

小川 一五一一番地」なので、正
確に いうと「つくし野 地域」で
はありません。

つい にかなった ので

!
バスケットゴールがつくしんぼに登場!

先日、つくしんぼで

あります。

ブランコもで きた

は、興亜火災海上保険

様からの寄付金を使わ

し、 バスケット もで
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3日 日 に開催されます。
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このガレージセールの
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収益は、つくしんぼの 運

営費として利用させて 頂
きます。
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なお 、こ のガ レージ セー ル
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もど んどん遊び にき

て下さいね。

賛助会ご入会・ご更新

ありがとうございました

山田様、天ぷらてんて ん様、大

様、佐藤様、原田様、 篠田様、

石様、柴田 様、小田原 様、山田

高橋様、宮島様、山下 様、志村

様、荒木様、池上様、中村様

ご寄付・ボランティア

ありがとうございました

様、村松様、成田様、 福井様、

高尾様、坂井様、高倉 様、東條

大竹様、青山様、越川 様、渡辺

様、内山様、根岸様、 渡辺様、

たつむりの家様、三石 液化ガス

加納様、通所施設結様 、町田か

様、町田ボランティア センター
0月 ）
1

様
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●

への 品物 等の 献品 を皆 様に 広
(

先月号の紙面上で、興亜火

お詫びと訂正

もうすぐ冬、皆様のご家庭

)

●

災海上保険様の名前を間違え
●

で冬眠しかかっている贈答品、

てしまいました。

たら、ぜひつくしんぼの方ま
でご連絡下さい。

出来る限り取りに伺わせて

頂きますので、よろしくお願
いいたします。

ます。

お詫びして訂正させて頂き

本当にごめんなさい。

社の名前を間違え るなんて 、

寄付金を頂いておいて、会

日用品、衣類等々がありまし

くお願いしております。

近所の子ども たち

きるつくしんぼです。

なモトくんの希望が、

バスケットが大好き

させて頂きました。

せて頂き、バスケット

●

ボールのゴールを購入

つくしんぼ内

いていたからです。
しかし、 いざスタートして
みて…… つくしんぼは意外と
スンナリ と地域の方々に受け
入れて頂けたようです。
障害児の 親たちのサー クル
的活 動か ら始 めた施設らしく
ない施設 であり、 「 いつの間
にか存在していた」というフェー

場所 フリースペース

ドイ ン作 戦をとったため、さ
したる抵 抗がなか ったの かも
知れません。

これからど～なる？
わさびだ療育園ができたも

～午後３時

つくしんぼでは、それをまた
てます

別のバザーで売ったりしちゃっ

地域に施設が……
つく し野地 域は、 都内で も

のの、町 田の 福祉施設はまだ

時間 午前10時

すっかり恒例 ？ とな

日にち 11月 30日(日)

りました「つくしんぼ ガ

つくしんぼガレージセールのお知らせ

だけど、 道を隔てた隣の住所
は「町田 市南つくし野 一丁目 」
だし、スタート 当時の メンバー
のほとんどがつくし野中学校と
南つくし野 小学校の子どもたち
なので、 つくしんぼはや っぱり

有数の高級住宅街です。

うことで……。

「つくし野 地域の つくしんぼ」

まだ北部 に偏 った状態の まま

た来年の夏に、とい

まあ 、田園 調布や 成城に は

れ。スイミングはま

だと私たちは勝 手に思 っていた

です。

すがにもう季節はず

そん な地域 で、障 害児の 施

どももいたけど、さ

勝てそうもありませんけど

川で泳ぎ たがる子

りします。

ゆえに、 南地区におけ るつ
くしんぼ の存在は、 大切な意

焼くそばから消えていく食べ物たち。

設がは たし て受 け入れ て貰 え

お肉はもちろん、ヤキソバや海の幸、ジュース

つくしんぼは露店商？

出かけての大バーベキュー大会となりました。

味を持っていると思 います。

川原に着いた途端に、早くも子どもたちの「お

るのかどうか？ 正直言って、

三台の車に分乗し、はるばる相模川の川原まで

そんなわけで、南つくし野地

だけどこの日は特別。お父さんたちの運転する

これからもつくしんぼは、

肉食べた～イ!!」コール。

ちこ ち の 地 域で 反対運 動な ど

よく庭でバーベキューをやって盛り上がります。

地域密着 型で 頑張っていこう
と思っています。

やビールもどっさり買い込みました。

それが 一番 の心 配でし た。 あ

食欲旺盛な子どもたちの多いつくしんぼでは、

域で行なわ れるお 祭りに は、 必

が起こ って いる という 噂を 聞

♪♪♪つくしんぼ日記♪♪♪

ずの ようにお店 を出させて頂 い
ています。
最初の頃はあ くまで低姿勢に
して いましたが、最近 は当然の
ような顔をさせて貰っています。
あはは

十月から十一月に かけて、つ
2と南つくし
くし野中 フェスタ 2
野自治会の青空市 フリーマー
ケット という二度の地域のお
祭りに参加させて頂きました。
両日とも晴 天の下、大人も子ど
ももお年 寄りも、 とに かくいっ
ぱい。この地域にこんなに大勢
の人がいたのだろうか、 と思 っ
てしまうほどの賑わいでした。
つくしんぼのこと を知ってく

天気 晴れ
10月12日(日)

つくしんぼの会報誌

1997年11月号
(No.17)
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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”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

我が子、英生(ヒデくん)にとって、ど

つくしんぼ
交 遊 録

細谷 明生

させられている）

うやらこの２匹は基本的に「同じ仲間」

ヒデくんは寝る時には「熊さん」を抱っ

であるらしいが、ヒデくんは自閉症のた

こして寝るが、「私」がとなりにいる時

め、本当はどう思っているのか正確には

は「熊さん」を必要としない。「ママ」

わからない。

に叱られた時にやつあたりするのも「私」

ヒデくんの成長の過程かもしれないが、

と「熊さん」は同列である。

最近「熊さん」に服を着せる、帽子をか

全てを受けいれる「熊さん」には何か

ぶせる、ネクタイをつける等の「世話や

大きな深いものを感じるので、時々「私」

き」をする。

もヒデくんとの接し方において見習うよ

面白く思っていると、実は「私」にも

ヒデくんと２匹の熊さん

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
つくしんぼは、月曜日か
ら土曜日までの午後１時
から５時まで開いてます。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

うにしている。

ネクタイを持ってきて、シャツを渡し、

「つくしんぼ」にもヒデくんの「熊さん」

世話をやいてくれることがある。

がたくさんいるのかも知れない。

最近、我が家には「２匹の熊」がいる。

たまに早く帰宅すると、スーツの上着

やさ しく全 てを

１匹は去年の５歳の誕生日に買い求め、

を脱がせてくれるのはママではなくヒデ

受けいれてくれる、

その日から大人気になり、時にはキッス

くんである。朝、ネクタイを首にかけて

自分のことをわかっ

の嵐をあび、時には投げつけられたり踏

くれるのもヒデくんである。

てくれ る「 熊さ ん

まれたりしながらも「常に自分のあり方」

一 見 ほ ほ え ま し いこ の 光 景 も 、 実 は

の集ま るお 家」 に

を変えない尊敬すべき「熊さん」のぬい

「私」と「熊さん」が同じ場所にいるこ

向かうヒデくんは、

ぐるみである。(以下、熊さん)

との証明である。

いつも ニコ ニコ と

(この文章を書いている今も、私はリュッ

とって も楽 しそ う

クを背負い、パジャマにエプロンをつけ

だから……。

もう１匹は「私」(自分のあり方を定め
ることのできない39歳)である。

♪つくしんぼの地図♪
コンビニあり

横断歩道
あり

町谷原
交差点

あそびに
きてね～

えりち ゃんの 作品で ～す

小川
交差点

つくしんぼ美術館

町田街道
バス停
(ĤğĨĽčĖ前)
町田駅より「鶴間」
行きのバスに乗り

ココです

「ニチパック前」
のバス停より
徒歩３分

田園都市線「すずかけ台」駅からだと徒歩15分です

内での放課後活動の場

を持つ子ども達の地域

しております。
会員 に な っ て

千円 で お 願 い

年間 、 一 口 二

賛助会費は

フリースペースつくしんぼ
賛助会ご入会のお願い

としてフリースペース

頂いた方には、

加入者口座名称

うか。

つくしんぼを昨年五月
に開所しました。

毎月 、 こ の 機

郵便振替口座番号

私 たち は、 ハ ンデ ィ

し かし なが ら 、公 的

ます 。 年 会費

補助を受けていないつ

のお支払いは、

関誌 「 つ く つ
く通 信 」 お 届

そ こで 、皆 様 にお 願

関係者に直接お渡し頂
くか、お近くの郵便局

けさ せ て 頂 き

いがございます。本当

より下記の口座番号に

くしんぼの運営状況は、
極めて厳しい状態にあ

に勝手なお願いで申し
訳ないのですが、「フ

お振込いただければ幸

るのが現実です。

リースペースつくしん

いです。

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

ぼ賛助会」にご入会し

発行所
定価
50円

10月のはじめにひいた風
邪が、どうしても治ってく
れません。
いや、正確にいうと治っ
てはいるみたいなのです。
ただ、治った途端に次の風
邪を仕入れてしまう。なん
とも情けない今日この頃だっ
たりしています。
そんなわけで私自身、こ
このところなかなかつくし
んぼに顔を出すことができ
ません。うっかり行くと、
子どもたちに風邪をうつし
てしまう可能性が高いから
です。
もっとも、私などいよう
がいまいが関係なく、つく

しんぼの子どもたちはとっ
ても元気です。
ただ、これからとっても
寒い冬がやってきます。
古い家で活動を続けてい
るつくしんぼの建物の中に
は、隙間風が容赦なく入り
こんできます。風邪をひく
子どもたちがでてしまうの
ではないかと、ヒヤヒヤも
のです。
昨年、みなさんから寄付
して頂いたコタツとホット
カーペットとファンヒーター
が頼みの綱ですが、高熱費
は高いし、ブレーカーは落
ちるし、大変なのです。
何かいい方法があればい
いのですが。
ああ、また頭が痛い……。

ては頂けませんでしょ

編集後記

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～

