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四月一日……

たとえば 「毎日ただ 遊びに

●

●

●

一緒に犬ぞりを

ささえる会ご入会・ご更新

ありがとうございました

堀内 様 、土 屋様、伊豆 様、梶 原

様、吉 江様、青山様、荒木様、

成田 様 、近 藤様、松谷 様、奥山

五月 十六日の土曜日、午後

様、岸本様、松本様、アラシ様、

体験しませんか

二時～ 四時、つくしんぼの子

柏本様 、三田 村様、 大西 様、 広

●

ども達 は犬ぞりに乗ってきま

瀬様、江端様、中村様、永井様、

●

す。保 土ヶ谷公園で行われる

小泉 様 、中西 様、川岸 様、桜井

●

〈犬ぞ りに乗ろう〉というイ

(

)

おとな しいたくさんの犬達と

るイベ ントです。大きいけど

ちこち に出張し、行われてい

鈴木様 、吉田 様、小池様、渡部

様、 金 田様、高倉様、 笠井様、

高尾 様 、坂井 様、箱 崎様、田 上

ありがとうございました

ご寄付・ボランティア

様

ベントに参加するのです。

これ は、芳賀さんという方

とお仲 間の方達が、障害児の

触れ合 い、子ども達が大喜び

ために ボランティアとしてあ

するこ と、間違いなしです。

宇佐美 様、鈴木様、 広瀬 様、神

長様、斉藤様、桜井様、中西様、

様、天野様、小峰様、三田村様、

いの障 害児のお父さんお母さ

内山 様 、江端様、生活 者ネット

一緒 に行きたいな、とお思
んがいらっしゃ

ワー ク 様、匿 名希望で玩 具を下

つくしんぼホームページがインターネット上で営業中!! アドレスは http://www.join-am.or.jp/~tsukushi/ です

しかも、そ のうちの三 人は教
職の免許を持っています。

と言いつつ……
もちろん 心配なこと も沢山

して、年間１０５０人の利用

来るだけで 子どもたち がつく

あります。

を義務づけられています。は

しんぼに飽 きてはしま わない
んなで 一緒 に楽 しめる 活 動内

たしてこれをクリア出来るの
が、ふたを開けてみてビッ

容はないだろうか」とか……。

だろうか」 とか、「も っとみ

クリ。四月の利用者数はなん

焦っても 仕方ないと 思 って

しまいそう……。

抜けばダッ チ ロールを 始 めて

ない状態で す。ちょっ と気を

昇途中でシ ートベルト も外せ

でも、ほ んとうに離 陸した
ばかりのつ くしんぼで す。上

おかけしたところ、新しい友

小の心障学級の方々にも声を

四月になり、南二小と南四

新しい友だちも……

! このペー
とのべ１５０人!
スでいければ楽々大丈夫です

だろうか？

ス事業の施設としての条件と

実は、東京都のデイサービ

離陸 し まし た

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

エイプリールフールでもある
この 日に〈新 生つくしんぼ〉は
なん とか離 陸に成功 しました。
けしてウソではありません
と いっても、これまでと特別
変わ った活 動をして いるわけで
はあ り ません。 いつもの ように
子ど もたちが遊びに 来る、ただ
それだけのつくしんぼです。
だけど、 やっぱり 何かが少し
違う……。

誰かいる……
そう、 つくしんぼに誰かいる

いましたら、つ

暫くお休みさせて頂きましたが、このたび
『つくしんぼガレージセール』を再開させて頂
く運びとなりました。
今回からは「つくしんぼをささえる会」と
「父母の会」が主催し、収益はささえる会の方
へ入金、つくしんぼの運営と将来のために役立
てさせて頂く予定です。
皆様、ぜひぜひお越し下さいませ。
なお、ガレージセールへの品物等の献品を広
くお願いしております。もしご家庭に不用な品
物がございましたら、つくしんぼの方へご連絡
頂けましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

（３・４月）

さった皆様

のお知らせです

います。少 しずつ前進 してい

壊れていく……。

だちも増えました。

あーあ、どんどん物が

のです。

ちゃったじゃないの～っ!!

くしんぼの方ま

つくしんぼガレージセール

ければそれでいい。

でもさ、誰なの？ 掃

五月の連休明けからは、新

トホームな雰囲気いっぱいの会になりました。

しっかり職員がいるのです。

約40人にもなりましたが、これまでと同様、アッ

でご連絡下さい。

第５回

水平飛行 しているよ り、変

お客さんにも大勢いらして頂けました。総勢

しいパートの女性職員さんも

除機を投げた子？ 壊れ

化があ って かえって楽 しい今

溶けこんでくれた感じかな。

こ の 違いはと っても 大きいで

アウトドア系の仕事はお父さん達に任せっき

日この頃です。
飲む食う喋る!! 新しいお母さん達もすっかり

いらっしゃって頂けます。職

の親睦パーティーです。

員五人体制のスタートです。
催されました。新しい友だちの歓迎会をかねて

親子 一緒に 来なければな らな い

ぼの庭で、恒例のバーベキュー大会が盛大に開

す。 こ れまでの つくしんぼは、

春なのに、真夏を思わせるこの日。つくしん

ので 、 遊びに 来るた めに は親の
都合 が優先さ れていました。そ
して 、 せっかく遊びに 来ても、
友だ ちが誰 も いなか ったりする

天気 晴れ
４月29日(祝)

場合もあったのです。
で も、今は 違う。 少な くとも
職員 が必ず いる。しかも親が一
緒じ ゃなくてもＯＫ。さ らに送

職員達はひたすら
子ども達
り。お母さん達

迎を始 めて いるので、 必ずしも
親が送り迎えしなくても大丈夫。

６月28日(日)
午前10時～午後３時
フリースペースつくしんぼ内

日にち
時間
場所

不思議なもので……
こ うなってみると、 本当に不
思議 です。子ども達がどんどん
遊びに来てくれるのです。

♪♪♪つくしんぼ日記♪♪♪

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

「おじさん!」と呼ばれるようになりまし
た。その度に「お兄さんでしょ!」といっ
ても「おじさんどうやるの?」といわれ毎
回虚しい問答を繰り返しています。 が、
元気一杯の子供たちから見れば、もう私
は立派な「おじさん」なのでしょう。最
近は開き直って「じゃぁ、次はおじさん
が隠れるねぇ」と言っています。
大学を卒業したこの春、社会人として
そして、おじさんとしても、気持ちをあ
らたに頑張りたいと思っています。どう
ぞよろしく。

つくしんぼ
交 遊 録

新職員の自己紹介
菊田 博 ＆ 藤元 晴彦

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

なぜか縁があって４月から働いていま
す、菊田博です。働いているというわり
には、つくしんぼのみんなと遊んでばか
りいる毎日で「働いています」と自己紹
介をするのは少々照れくさい気分です。
つくしんぼのみんなはとても元気で一
緒に遊んでいても、どうしてもついてい
けなくなりそうな時があります。ちょっ
と日差しが強いと「暑いから休もうよぉ」
走り回っていると「疲れたから休憩しよ
うよぉ」と言いだすのは必ずわたしの方。
ふと考えます、「どうしてこんなに元
気なんだろぉ」と。でも自分が幼かった
ころを思い出してみると、遊んでて「疲
れた」なんてことを口にすることはなかっ
たような気がします。暑かろうが寒かろ
うが、そして雨が降っていようがいつも
外を駆け回りあまりにも早くすぎてしま
う時間を恨んだものです。
自分ではまだまだ若いと思っていた矢
先のこと、すっかり身も心も落ち着きは
らっていた自分に気がつきました。
あ る 日 のこ と 、 子供 た ち に相 継 い で

４月からつくしんぼの職員となりまし
た藤元晴彦ともうします。
私とつくしんぼとの出会いは、２年位
前でしょうか。パソコン通信のニフティー
サーブの会員である私は、その中にある
〈障害児教育フォーラム〉に参加してお
りまして、そこで山下さんと出会ってし
まったのです。
ある全国的な休日、つくしんぼの場所
を利用してのフォーラムの人たちで集ま
る機会があり、私もそれに参加しました。
その日は雨で大変ぬかるんでいました
が、海老名市にすんでいる私は電車を利
用していきました。田園都市線のすずか
け台駅までは順調にこれました。さあ、
そこからが問題です。つくしんぼまで歩
いて行けるかどうか……。
そして私は、山下さんが送ってくれた
電子メールをプリントアウトしたものを
あてに歩いていきました。雨が降ってい
ましたので当然靴は徐々に濡れてきます。
記憶は定かではありませんが、背中に背
負ったデイバッグの中にはお酒も入って

いたと思います。これで行きつくことが
できなかったら、その場でお酒を飲んで、
ベロンベロンになったところで山下さん
に迎えに来てもらおうかと思ったのです
が、あっさりと……。
あ、また大変なことを思い出しました。
山下さんと一番初めにであったのは大山
で豆腐を食べに行ったときでした。きっ
かけは最初に書きあげたとおりです。や
はりある全国的な休日に、フォーラム関
係者と「豆腐をたべよう」ということで
遊びに行ったときです。でも、つくしん
ぼとの出会いはその後ということなので、
続きに戻ります。
話はもとに戻って、あっさりついてし
まったので、なんとも、はぁ～。
まあ、山下さんの表現力のおかげで私
は無事に何事もなくつくしんぼに到着す
ることができました。
はじめにも書きましたが、その日は大
変な雨でしたのであたりは薄暗く感じら
れました。つくしんぼの施設は民家を利
用していますので、初めて入るときはな
んとなく不安。家が奥の方にあるので内
気な私は「ほっ、ほんとにここでいいの
かなぁ」と思いながらも、思いきって入っ
ていきました。（入らなかったら外でお
酒を飲まなくてはならないので必死）人
がいるということがわかって安心してつ
くしんぼにあがりました。
これを機につくしんぼとの関係が始ま
り、現在にいたっております。今後の抱
負は、入り口の看板を変えることと屋根
の補修です。それから、部屋の中のレイ
アウト。まだまだやらなければならない
ことがたくさんありますが、今後とも
「フリースペースつくしんぼ」をよろし
くお願いいたします。
月に開所 し、 お かげ さま
で今年四 月よ り 補助 金を

スつくし んぼ を 一昨 年五

動の場としてフリースペー

私たちは 、ハンディ を
持つ子ど も達 の 放課 後活

くつ く 通 信」

は、 毎 月 、こ
の機 関 誌 「つ

て頂 い た 方に

会員になっ

円で お 願 いし
てお り ま す。

郵便振替口座番号
加入者口座名称

「つくしんぼをささえる会」
ご入会 ご更新のお願い

頂ける団 体と し て認 めて

頂きます。

お届 け さ せて

しかし なが ら 、公 的資

年会費のお
支払 い は 、関

係者 に 直 接お

頂けることになりました。

そこで皆 様にお願い が

金だけで は、 運 営が 苦し
いことは相変わらずです。

渡し 頂く か、 お 近く の郵

田園都市線「すずかけ台」駅からだと徒歩15分です

ございま す。 本 当に 勝手

「ニチパック前」
のバス停より
徒歩３分

便局 より 下記 の 口座 番号
にお 振込 いた だ けれ ば幸

ココです

よろしく お願い申し 上

町田駅より「鶴間」
行きのバスに乗り

なお願い で申 し 訳な いの
ですが「 つく し んぼ をさ

町田街道
バス停
(ĤğĨĽčĖ前)

いです。

町谷原
交差点

さえる会 」に 入 会し ては

横断歩道
あり

げます。

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

あそびに
きてね～

発行所
定価
50円

コンビニあり

頂けませ んで し ょう か。

小川
交差点

会費は年 間、一口二 千

♪つくしんぼの地図♪

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
つくしんぼは月曜日から
金曜日の放課後〜午後５
時まで開いてまーす!!
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

00120-7-168283
フリースペースつくしんぼ

た。だからといって、ささえる会
お蔭様でつくしんぼの運営の方 さい。職員の方々に支払っている
のみなさん、「金かえせ～っ」な はとりあえず順調です。職員がい 給料はほんの小額なのです。半分
とにかく忙しい毎日でして……。
んて言わない下さい。ほんと、ぜ るだけでこんなにも違うなんて、 ボランティアとして引き受けて頂
申し訳ありません。今号は４月
んぜん時間がとれなかったんです。 私もちょっと驚いています。
いているだけなのです。
と５月の合併号にさせて頂きまし
(言い訳ばっかりしているな……)
ただ、決して勘違いしないで下
感謝感謝なのです。
(虹父)

編集後記

～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～

