1977年12月３日第三種郵便物認可（毎月18回1・2・3・5・6・7の日発行)
1999年７月19日発行 ＳＳＫＰ増刊通巻954号
つくつく通信No.34

!」
「ただいまぁ～っ!

Ｍちゃんは五年生

た 出来た？ のが一昨

ホームページを開設し

理解していないままに

方も公開の仕方もよく

くしんぼのＰＲを……」

のためには少しでもつ

「補助金が欲しい。そ

すが、い やあ、 塵も積 もれば

数件に過 ぎない 計算に なりま

ます。一 日の平 均にす ると十

ジを覗い て頂い たこと になり

方につく しんぼ のホー ムペー

七月一日の時点で
!一年と
４２１２!
一ヶ月で 四千二 百十一 人もの

の数値が、今年の

そのカウンター

峯様

福井 様、 谷沢 様、 佐 藤様 、小

様、阿部様、中西様、千田様、

川様 、新 美様 、鈴 木 様、 岩崎

平田 様、 新井 様、 天 野様 、小

様、 小林 様、 東様 、 土屋 様、

内様 、村 木様 、渡 部 様、 小林

ささえる会ご入会・ご更新

年の今頃のことでした。

山となる、って気分です。 あっ、

平田 様、 真野 様、 三 宅様 、堀

様、 柏本 様、 冨士 原 様、 福井

)

(

ご寄付・ボランティア

)

(

)

のメール はもち ろん、 自分達

ました。励まし

らメールを頂き

か、大勢の方か

そのせい お蔭？

横溝 様、 小田 島様 、 佐藤 様、

様、湯浅様、加藤様、沢木様、

柳様 、川 上様 、金 山 様、 豊田

田山 様、 上村 様、 東 溝様 、高

冨士 原様 、柴 田様 、 桜井 様、

様、雑賀様、綾部様、宮沢様、

)

も障害児 の放課 後活動 の場所

(

を作りた いとい う方や 、クリ

草野 様、 伊佐 様、 小 林様 、三

三田 村様 、森 田様 、 池田 様、

石液 化ガ ス様 、興 銀 ビジ ネス

スマスプ レゼン トを寄 付した

い等々、 内容は いろい ろでし

チャ レン ジド 株式 会 社様 、匿

(

は嬉しい限りです

)

(

でもネッ ト上で 気楽に 雑談な

する機会 のない 施設職 員同士

６月）

所連絡会 の方で もホー ムペー

大勢の皆々様

名で 寄付 を下 さっ た とっ ても

た。 苦情が一件もなか ったの

今年度 、つく しんぼ も仲間

ジが開設されそうな気配です。

ど出来て しまう わけで ……。

に入れて 頂いて いる町 田作業

こちらの 方には 自由に 書き込

なんだかミョ～に楽しみだっ

たりしています。

める掲示 板も設 置する 予定で

す。そう なれば 、あま り交流

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.ne.jp/~tsukushi/ です

ありがとうございました

本当は最初からカウ

来訪して 下さっ た方々 を塵扱

という思いから、作り

ンターも載せたかった

いしてスミマセンです

あれから二年経った今でも、

高尾 様、 福井 様、 田 上様 、坂

(

は自分 で歩い て来ら れるの で

その 中で、 高校生 と中学 生

がやって来ています。

生から 幼稚園 に通う 子ども 達

つく しんぼ には現 在、高 校

自立……？

はじめての下校

町田市小川1511番地
TEL 042(796)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

!」
「おかえりぃ～っ!
い つ頃からか、そ れが つくし
んぼ に子ども達が来た時の挨拶
になっています。
も達の 中には 一人で つくし ん

すけれ ど、小 学生以 下の子 ど

「た だいまぁ ～」と いう元気な
ぼまで 来るこ とので きる子 は

のですが、どうしても

障害児の放課後活動専門のホー

ありがとうございました
られたのが、約一年後

ムページ を開設 してい るのは

様、平田様、鈴木様、高橋様、

井様 、加 藤様 、藤 元 様、 戸泉

関寺 様、 友井 様、 中 丸様 、三

んでしょう。

そ し て、 そ の 日も Ｍ ち ゃん の
声が響き渡りました。
いませ んでし た。家 族か職 員

成功せず、やっとつけ
の去年の五月の末のこ

つくしん ぼだけ のよう です。

時々あち こちの 検索サ ーバー

安 上 が り (?)な

い つも送 って来るお 母さんの
の送迎が常に必要でした。

と。 なんと、使ってい
たホームページ作成ソ

宅様 、堀 内様 、石 堂 様、 山村

うーん、なんて

姿は ありません。つくしんぼの

小学生の中から、一人でやっ
とは… …つく しんぼ も少し は

フトのバグのせいだっ

をチェックしてみるのですが、
たのです

お味噌汁だけ。

職員 が小学校 まで送迎に行った
そ う、Ｍちゃ んはこ の日はじ

自立の ために 役立っ ている っ

て来る 子が出 てきた という こ

めて 、 たった一人で 小学校から

てことなのかなあ。

君だけはご飯と

高橋 様、 南様 、遠 藤 様、 菊地

様、奥平様、玉川様、中井様、

モリ。だけどＮ

ません。

やはり見当たり

ゲティーをモリ

わけでもありません。

つく しんぼまで下校して来たの

本当 はみん なが歩 いて来 ら

お昼はデニーズにいってお子様ランチやスパ

です。

れるといいのですけど。遠かっ

ホームページを開設して２年が経ちました
の外のロープでターザン遊び。当然ドロンコ☆

は、 つくし んぼから自 宅まで

ロケットハウスの中はまるでアスレチック。Ｈ

たりも するし 、何よ りも車 の

レッツゴーッ！

子どもは成長するもの

子どもたちはたまプラーザのロケットハウスへ

の道のりで す。もうそ れほど

「ほら邪魔よっ!!」と母ちゃんたちが言うので、

交通が 激しい からな あ…… 。

なのに土砂降りの大雨……。

後 ろ からこ っそり と担任の先

６月27日(日）天気 あめ

先のことで はないでし ょう。

今日はつくしんぼの半期に一度の大バザー！

さてＭ ちゃんの 次なる 目 標

♪♪♪つくしんぼ日記♪♪♪
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本当の意味での 一人ではないの
ですけど……。
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いて来たことに は間違いありま
せん。
つくしんぼは、小学校とＭちゃ
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ます。だから一人で街 を歩く練
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幼い頃は歩くだけのことでも

こいの場所にあったのです。
精一杯だ ったと いうＭちゃん。
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他の子どもたちは雨あがり
君は大はしゃぎ☆
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つくしんぼ
交 遊 録
つくしんぼバザー
森山 千恵
６月27日(日)、つくしんぼのバザーが
ありました。この１ヶ月間、私の頭の中
はバザーの文字が駆け巡っていました。
バザーが無事終わり、頭の中は空っぽに
なり、放心状態でした。
ちょっとバザーの話からはなれて、わ
たしのかわいい息子のことについてお話
したいと思います。
今年、２年生になった侑紀(ゆうき)が
つくしんぼにお世話になって１年が過ぎ
ました。侑紀は最初つくしんぼになかな
か馴染めませんでした。その頃の侑紀は
“自由に遊ぶ”のが難しい子でした。
“遊ぶ”ことが苦手なんて、普通の子ど
もにはありえないことですよね。でも自
閉症である侑紀にとっては、楽しそうな
遊具がある公園や遊園地に連れていって
も、何をしていいか分からず、私の側に
立ちつくしているのです。
そんな子でしたから、つくしんぼへ行っ
てもあまり楽しめず、職員さんから「ゆ
うくん」と話しかけられても知らんぷり。
唯一、侑紀が気に入ったのは、庭の木に
ロープで作ったプランコでした。
しかし、大きな問題がありました。侑

紀はつくしんぼの“家”に入れなかった
のです。雨の日が困りました。雨が降っ
ていても、家の中に入るのを拒み続けた
のです。子どもがつくしんぼになかなか
馴染めなかったこともあり、親の私の方
も同様でした……。そんなときに山下さ
んに「とにかく来るしかないよ。慣れる
しかないよ」と励まされ、少しずつ親子
とも楽しめるようになりました。
そして、つくしんぼに冬が来て、家の
中にはホットカーペットとファンヒーター
が登場したのです。侑紀は絨毯とファン
ヒーターが大好きだったので、いつの間
にかファンヒーターの前に座っていまし
た。それもヒーターの熱で足が真っ赤に
なるほど接近して座っていました。そし
ていつしか、そこが侑紀の定位置になっ
ていました。
今では「ゆうくん、つくしんぼ、いく!!」
と、侑紀にとってつくしんぼは、一番楽
しいところです。そして、つくしんぼに
隣接するおじいちゃんの畑の農作物を荒
らす常習犯になりました。食べられる木
の実はもちろん、植木の実まで収穫して
います。(おじいちゃん、ごめんなさい)
最近では、勝手に一人で散歩に出かけ
ては職員さんを困らせ、当の本人は自動
販売機のジュースを眺めています。(職
員さん、ごめんなさい)
でも、こんなに侑紀がいろんなものに
興味を示したり、人と遊ぶ楽しさを覚え
てくれたのはつくしんぼのおかげなので
す。「きくちゃん、ぶらぶらする」とブ
ランコをおしてくれとせがんだり、ハル
さんの膝の上を安息の場として「やまし
たおじさん!!」「おねえさん!!」と、自
分からかかわりを持てるようになりまし
た。泥まみれになって、遊べるようにも
なりました。(以前はズボンや靴が汚れ
ることがなかったのです) 汚れたズボン

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
つくしんぼの活動時間は
月曜日〜金曜日、放課後
〜午後５時まででーす!!
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
や靴を洗うことに、なぜか幸せを感じた母
でした。つくしんぼに通うようになって、
ようやく子どもらしくなったのです。本当
に温かい職員さん、元気いっぱいの子ども
たち、そしてとても明るいお母さん方に囲
まれ、侑紀は楽しい日々を過ごしています。
さて、本題のバザーの話に戻ります。今
回のバザーは、私がつくしんぼにお世話に
なって３回目のバザーでした。にもかかわ
らず、私が最初から最後まで係わったのは
これが初めてなのです。１回目はつくしん
ぼに入って間もないときで、親子とも馴染
めずにいたときだったので、まったくノー
タッチでした。２回目(去年の11月)は、母
はこのバザーは頑張ってみよう!! と密か
に思っていました。が、皆がバザーの準備
に忙しくしている時、私は30歳を過ぎて、
不覚にも子どものおたふくかぜをうつされ、
全く参加できなかったというヒンシュク者
なのです。
というわけで、私にとって今回が初バザー
だったのです。今回こそ頑張ろう!! とい
う意気込みとはうらはらに、初めて故に要
領がわからず、何をするのか、どう動けば
いいのかわからなくて空回り状態でした。
結局、他のお母さん方にいろいろ教えて貰
いながら、１つ１つやるしかありませんで
した。しかし、裁縫が得意なわけでもなく、
何の戦力にもなりませんでした。(皆さん、
ごめんなさい)
当日は、雑貨売り場の会計を担当しまし
た。お客さんの勢いに圧倒され、「福祉施
設ですから……」とお断りして猛然と値切
り倒すおばさんにおののきながらアッとい
う間に時間が過ぎました。雨のためにいく
つかのハプニングはありましたが、悪天候
の中、お客さんもたくさん来て下さり、無
事にバザーは終了しました。
皆さん、お疲れさまでした。
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頂け ませ んでし ょうか。

【お知らせ】つくしんぼ は ８／７〜17 の間、お盆休みをとらせて頂きます。m(̲̲)m

