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もしかしたら

春は町田駅東急横広場でバザーを行ないまし
たが、秋はいつも通りのガレージセールを「つく
しんぼ」内にて開催させて頂きます。
このガレージセールは「父母の会」が主催し、
収益はつくしんぼの運営と将来のために役立たせ
て頂いております。皆様、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ご寄付を
広くお願いさせて頂いております。贈答品や衣料
品などでもしご家庭にご不要の品物がございまし
たら、つくしんぼの方へご連絡頂けましたら幸い
です。出来る限り取りに伺わせて頂きます。
勝手なお願いですが、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

…… 時 代そ の も のも な のか も

日にち 11月11日(土) 雨天決行
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午前11時～午後２時
場所
フリースペースつくしんぼ内
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まったこの秋、ついつい過去を
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かったような気がします。

♪♪♪つくしんぼ日記♪♪♪

つくしんぼの会報紙

2000年11月号
(No.47)

ＳＳＫＰ

編集～フリースペース
つくしんぼ

ＳＳＫＰ

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)
2000年11月５日発行ＳＳＫＰ通巻1376号
つくつく通信No.47

“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

つくしんぼ
交 遊 録
お引っ越し・・・
古口

利香

匠音(たくと)は今年、小学三年生です
が、入学から今まで２回転校(引っ越しは
３回)し、それぞれの土地の障害児学級で
過ごしました。
匠音は栃木県で生まれ、小学校入学直
前までを過ごしました。住まいが郡部だっ
たせいもあり、普通の幼稚園・保育園に
は入れず、就学相談でも(まだ当時多動だっ
たので)なかなか受け入れてもらえず、養
護学校に行くことを勧められました。
しかし、入学直前、父親の転勤で急遽
千葉県の佐倉市へ！ 私たちは恐る恐る
「障害級に入れてください」と教育委員
会の方に話すと、あっさりＯＫ！……？
なんでだ？ ときつねにつまれたような思
いでした。佐倉の小学校は10名程のメン
バーで、ほとんど交流はありませんでし
たが(遠足・運動会等行事のみ)、毎日決
まったカリキュラムのなかで過ごすシス

テムだったので、こだわりの強かった匠
音は割とスムーズに学校に慣れることが
出来たようです。
その佐倉小とも半年でお別れとなり、
11月には兵庫県西宮市へ！ 転校先の小
学校は、とても交流を大切にしていて、
一日のうち半分ぐらいは交流級で過ごす
ことになりました。匠音にとって毎日40
人もの子どもたちと過ごすのは生まれて
初めての経験で、２ヶ月ほどはパニック
の連続でした。あまりトラブルが続くの
で交流に行かせないでもらおうかとも悩
みましたが、がんばり学級[障害級]のあ
るお母さんに「低学年のうちしかそんな
に交流はできないで。子どもは子どもの
中でしか伸びひん！ あんたが匠音の芽
摘んでどないすんねん。あんたがなんぼ
でも頭下げたらいいやんか!!」と言われ、
様子を見ることにしました。２年生になっ
て匠音が変わりました。パニックを起こ
すことが減り、なによりもすごく言葉が
増えました。そして自分の周りにいる子
どもたちをとても意識するようになり、
笑顔が増えました。その様子は主人にも
私にも交流の大切さを強く思わせる結果
になりました。匠音の存在をとても自然
に受け入れてくれる子どもたちと出会え
たことが本当にうれしく、今まで「障害
のある特別な子だから……」という思い
を改めるようなカルチャーショックを受
けました。
今年の３月、又々の転勤……。４月か
らは町田の南つくし野小学校に通ってい
ます。度重なる引っ越しにも関わらず思

ナカヤくんの作品

町谷原
交差点

町田街道

「つくしんぼをささえる会」

て頂 い た 方 に

ご更新のお願い

は、 毎 月 、 こ
の機 関 誌 「 つ

ご入会

スつ くし んぼ を 九六 年五

くつ く 通 信 」

会員になっ

月に 開所 し、 お かげ さま
で九 八年 四月 よ り補 助金

お届 け さ せ て

円で お 願 い し
てお り ま す 。

を頂 ける 団体 と して 認め

頂きます。
年会費のお

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

られるに至りました。

支払 い は 、 関

郵便振替口座番号

動の場としてフリースペー

し かし なが ら 、公 的資
金だ けで は、 運 営が 苦し

係者 に 直 接 お

いの は相 変わ ら ずで す。

そこで皆 様にお願い が

町作連のＨＰ『町田の福祉のかいらんばん』も営業中!!

渡し 頂く か、 お 近く の郵
便局 より 下記 の 口座 番号

す。彼もまた冬になるとジュー
タンの間にもぐり込んで寒さを
しのいでいたり、人肌恋しくて
スリスリしたり……。
冬になると私と彼はとっても
仲良しになるんです。
寒い日々をすごすにはやっぱ
り人肌だわ。だれか私をあたた
めてめて……。(M)

ござ いま す。 本 当に 勝手
なお 願い で申 し 訳な いの

編集後記

いよいよ肌寒い季節になって
まいりました。私は……１人早々
とマフラーをし、人肌恋しくて
子どもたちにスリス リしては
「あっちいって!!」と怒られる
始末です。
ただ唯一１人だけ私のベタベ
タを受け入れてくれる子がいま

にお 振込 いた だ けれ ば幸

田園都市線「すずかけ台」駅からだと徒歩15分です

いです。

6～2
1
東京都世田谷区砧６～2
障害者団体定期刊行物協会

「ニチパック前」
のバス停より
徒歩３分

です が「 つく し んぼ をさ

ココです

さえ る会 」に 入 会し ては

町田駅より「鶴間」
行きのバスに乗り

よろしく お願い申し 上
げます。

バス停
(ĤğĨĽčĖ前)

頂け ませ んで し ょう か。
会費は年 間、一口二 千

あそびに
きてね～

発行所
定価
50円

横断歩道
あり

コンビニあり

いの外スムーズに新しい学校や環境に適応
してくれてホッとしました。そしてつくし
んぼと出会い、また新しい交流の場が出来
たことを親子でうれしく思っています。今
日、匠音は清川村に宿泊訓練に行っていま
す。春にも行き、楽しい思い出を作ってき
ました。冬には雪合宿もあると聞いていま
す。南つくし野小でもまたまた今までにな
い経験をたくさんしています。 関西のあ
る市では、完全な統合教育が行なわれてい
るところもあると聞いています。障害児学
級ではなくて、どの子も同じ教室で学習し
ているようです。でも、それに伴ってまた
別の悩みや考え方も出てきているようです。
「せまい日本……」と言いますが、本当に
いろいろな考え方があっていろいろな学校
があるものだなとつくづく思います。本当
にその子にあった教育の場を見つけるなん
て至難の業だなと思います。
話は変わりますが、匠音が生まれるまで、
私は障害のある人がこの世で生きているな
んてことを考えもせずに生活していました。
でも匠音が自閉という障害を持って生まれ
てきたことで、人よりも多くのものを見、
人より多くのことを考える機会を与えても
らったと思います。匠音には高一になる兄
(翔太朗)がいますが、自分の意志で人生を
歩んでいけるすごさに改めて感心したりし
ますし、匠音のことを「障害があるなしじゃ
なく、僕の弟だよ」と言ってくれたことに
感謝します。そして、匠音が匠音として生
きていける社会になるといいな……と思い
ます。

～つくしんぼ美術館～

♪つくしんぼの地図♪
小川
交差点

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
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!!
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

00120-7-168283
フリースペースつくしんぼ

アドレスは http://homepage1.nifty.com/machisaren/ です

