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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。
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つくしんぼ
交 遊 録

忍者でござる
久保 玲子

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
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!!
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
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高尾先生は大好きですが、お絵描きや工
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町谷原
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小雨の中、田中米店さんから頂
いたお米の苗を植えました。
リンゴの発泡スチロールの箱で

バス停
(ĤğĨĽčĖ前)

作った小さな田んぼです。
はてさて、秋にはちゃんとお米

町田駅より「鶴間」
行きのバスに乗り

ご更新のお願い
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て頂 い た 方に

会員になっ

は、 毎 月 、こ

円で お 願 いし
てお り ま す。

スつくし んぼ を 一昨 年五

の機 関 誌 「つ
くつ く 通 信」

加入者口座名称

私たちは 、ハンディ を
持つ子ど も達 の 放課 後活

月に開所 し、 お かげ さま

お届 け さ せて

郵便振替口座番号

動の場としてフリースペー

で今年四 月よ り 補助 金を
頂ける団 体と し て認 めて

頂きます。

頂けることになりました。

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

渡し 頂く か、 お 近く の郵

金だけで は、 運 営が 苦し
いことは相変わらずです。

ございま す。 本 当に 勝手

便局 より 下記 の 口座 番号

そこで皆 様にお願い が

なお願い で申 し 訳な いの

よろしく お願い申し 上

「つくしんぼってなんだかあ
やしい……」って思われてい
たことを知りました。
何があやしいって、発行所と
なっている団体名です。
(←これのことです)
ちょっと具体的に説明させて
頂きますと……。
この身体障害者団体定期刊行
協会さん、もちろんちゃんと
した団体です。多くの福祉施

設がこ団体に入会しています。
ここに入会すると、会報の郵
送代がとっても安くなるので
す。もし入会していなかった
ら、封筒一通の郵送料は80円。
とてもじゃないけど、多くの
方に通信を郵送することなど
出来ません。
つくしんぼは全然あやしくな
んてありません。
もっとも、代表である私はか
なりあやしい奴ですが……。
(虹父)

げます。
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1
東京都世田谷区砧６～2
身体障害者団体定期刊行協会

編集後記

にお 振込 いた だ けれ ば幸
いです。

田園都市線「すずかけ台」駅からだと徒歩15分です

会費は年 間、一口二 千

「ニチパック前」
のバス停より
徒歩３分

ができるのでしょうか？
ですが「 つく し んぼ をさ
さえる会 」に 入 会し ては

ココです

頂けませ んで し ょう か。

あそびに
きてね～
発行所
定価
50円

町田街道

00120-7-168283
フリースペースつくしんぼ
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