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このつくつく通信、実は今月

持管理費用…をやりくりして
いるのですから。

の退職です。

テップを考えて

職員も、 次のス

月で辞める女性

しん ぼの 活動 時間 は 基本 的に

余裕 のあ る方 など に は、 つく

子ど もが いな いの で 時間 的に

人中 の方 とか 、結 婚 して まだ

午後一時～五時だけですから、

というわけで、本来なら特別

つこつと発行してきました。

五年の間、年十回のペースでこ

補助金を貰ってから三年間、計

んぼを次の目的やステップの

で、就職とは考えず、つくし

は「将来的な保障は無理なの

をつくしんぼに誘う時、私達

職員にな ってくれそうな方

か二年とか、多少人生の回り

それでも構わない。一年と

障関係も かなり難しいです。

うことが出来ません。社会保

ルバイト 程度の給与しか支払

も、職員とは名ばかりで、ア

結局、 今回お願いする方に

も必要だからです。

の世 話を する 職員 が どう して

願い して いる 理由 は 、女 の子

な お、 今回 、特 に 女性 にお

勝手な言い分ですけど…

しています。 これまたかなり

はかな りい い ？ よ うな 気が

のア ルバ イト より も 条件 面で

勉強 も家 事も 出来 ま すし 、他

記念号としておめでたい話で明
ための踏み台と考えて働いて

道になる かも知れな いけど、

( (

)

)

重ねてお願いします

ささえる会ご入会・ご更新

あり がと うご ざいま した

細谷様、新卓様、鈴木様、西本

様、青木様、岡様、伊藤歯科様、

彦坂様、吉野様、青山 様、奥山

様、新美様

ボランティア・ご寄付

あり がと うご ざいま した

高尾様、福井様、小林 様、川本

様、小泉様、長谷様、 橋本様、

松崎様、菊田様、板宮様、渡辺

様、大崎様、折戸様、 片山様、

倉田様、吉田様、サイドバイサ

１月
(

)

ころ、「紙面上 での会計報告は

算決算のことを 詳しく書いたと

ためらいがあり ます。以前、予

の通信の紙上で の報告には実は

会計報告に関 してですが、こ

トハウス 様

イド町田ボランティア様、トマ

(

この通信を読 んで、つくし

んぼで働いても いいという方

がいらっしゃい ましたら、つ

くしんぼの方ま でご連絡、ま

たはご紹介下さ い。よろしく

お願い申し上げます。

如何なものか？ 」とクレームが

(

だからと言っ て、ささえる会

ついたことがあ りまして……。

先月号の通信に「今年度の

という名で会費 を頂いているに

一枚の葉書から

活動費が底を尽きそう」と書

)

そもそも「さ さえる会」と名

もかかわらず、 会計報告もして

乗りながら、「 会」としての活

いないというの もやはり失礼な

葉書には「三月末におおま

動が何もない点 も問題なのです

いたところ、匿名のささえる

かな会計報告をして下さると、

会の会員さんから一枚の葉書

やっぱりこれでは大変だな、

が、なかなか余 裕もなく……。

話ですよね。

と納得し、ささえる会の会費

「会」という名 称を変えること

を頂きました。

を増やすとか考えます」との

会員の皆様に は、別紙で会計

も考えています。

ここまでつくしんぼのこと

内容が書かれていました。

)

すので、よろし くご考慮お願い

報告することも 検討しておりま

ると思うと、感謝の気持ちで

いたします。

を考えて下さっている方がい

いっぱいです。

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

女性 職 員 を探 し て いま す

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

お願いします

るくパーッと盛り上げたいとこ

欲しい」と言うようにしてき

つくしんぼで子ども達と一緒

就職ではない

ろなのですが、そうもしていら

ました。随分と勝手な言い分

に遊んで もいいかな、という

0号なのです。
が記念すべき5
補助金を貰うまでの二年間、

れない事情がつくしんぼにはあ

ですが、そう言って納得して

嬉しいです。

方、 いら っしゃ って頂け たら

りまして……。

貰うしかなかったからです。

本音を言えば、私 代表 な

でした。(^o^)。

辛いとこです

まで食べ続けていたのはＨ君

どの代わりにつくしんぼをずっ

かった。 で、やっぱり最後

この二年間つくしんぼで頑張っ

条件的には……

を乗せる。これがまた美味し

と支えていって欲しいと思う

たのは醤油をつけたお餅に海苔をまいてバター

てきてくれた女性職員が、三月

具体的には何もありません。

ユニークだったのはＨ君パパが教えてくれ

のだけれど、金銭的なことを

とにかく、ハンディをもつ子
ども達と 明るく楽しく接して

にしたり、大根おろしをかけたり、納豆をか

をもって退職することになりま

血筋かしら？ 腰が入ってて上手でした。

例えば、 教職採用試 験に浪
クルミをすっておもちにかけたり、お雑煮

考えるととても言えず……。

て子どもたちに指導(?)してました。Ｙ君は

下される方であれば結構です。

一番上手だったのはＭ君でしたね。さすが！

した。実は、去年の九月にも二

大活躍するはＹくんのお父さん。はりきっ

九月に辞めた男性職員は、

的にやりました。

年半やってきてくれた男性職員

すときねは知り合いの方にお借りして、本格

故郷に帰り、なんとか一般企

１月14日(日）天気 はれ

が辞めた ばかり 。 幸いにも 、

今日は冬の名物、おもちつき大会～っ!! う

業に就職してくれました。三

♪♪♪つくしんぼ日記♪♪♪

男性職員の方はすぐに見つかり
ましたが

それでも、それまでつくしん
ぼを支えてきてくれた職員が半
年の間に二人ともいなくなると
いう現実は、私達にとって本当
に辛いところです。
でも、つくしんぼの受けてい
る補助金＋親の負担金＋バザー
達の将来的な保障などとても出

の利益…程度の予算では、職員
来ません。なんせ、平均的な行
政職員の一人分の経費で、職員
三人分の賃金＋パート賃金＋先
生方への謝礼＋施設としての維

様々なおもちが楽しめました。
けたり

つくしんぼの会報紙
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かすみはもう４年生。学校へも一人で
行けるようになって安心していました。

つくしんぼ
交 遊 録

はじめはどうなるかなと思っていました。

るのかな、と思う。
せっかくやっとかすみが安心して遊べる

校から「まだ来てないよ」と連絡があっ

場所ができたと思っていたのですが、ここ

たりします。みんなに迷惑をかけて申し

のところいろいろなことがありすぎて迷っ

訳ないです。

ています。お父さんもあまりいい顔しませ

ところなんだろう？ どう思ってるんだ

広田 広美

てたけれども、もうそれも難しくなってい

でもだんだん寄り道するようになり、学

かすみにとってつくしんぼはどういう

あね・おとうと

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
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!!
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

ん。弟のこともそろそろと考えてあげなけ
ればならないし。

ろう？ 家では相変わらず何も話してく

かすみにとってつくしんぼはいい思い出

れません。つくしんぼではかすみにお友

ばっかりなのかも知れません。つくしんぼ

達を作ってもらいたかったのに、やっぱ

のみなさんにはすごく感謝しています。こ

りほとんど一人で遊んでいるように見え

のままずっと続けられたらいいなと思って

ます。

います。でも本当にいろいろあって難しい

なかなかお友達と遊んだり、お話をしたり

最近になって弟が「お姉ちゃんがつく

などしなかったから。自分の思い通りにな

しんぼへ行ってばっかりいるからお友達

わがままばか

らないとすぐ怒ったり大泣きしたり、すご

と一緒に遊べない」と怒り始めるように

り言ってみなさ

く大変でした。学校へ行ってもちゃんとみ

なりました。姉ばかりが遊んでずるいと

んにご迷惑をお

んなと一緒にやっていけるのだろうかと思っ

いう気持ちが出てきたみたい。これまで

かけしてどうも

ていたぐらいでしたから。

はかすみと一緒につくしんぼに連れて行っ

すみません。

南つくし野小の２年生が遊び(?)にきてくれました

♪つくしんぼの地図♪
小川
交差点

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～

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

持つ 子ど も達 の 放課 後活
動の場としてフリースペー

私たちは 、ハンディ を

は、 毎 月 、 こ

て頂 い た 方 に

てお り ま す 。
会員になっ

円で お 願 い し

「つくしんぼをささえる会」

スつ くし んぼ を 九六 年五

の機 関 誌 「 つ

加入者口座名称

ご 更新 の お 願 い

月に 開所 し、 お かげ さま

郵便振替口座番号

ご入会

で九 八年 四月 よ り補 助金

くつ く 通 信 」
お届 け さ せ て

支払 い は 、 関
係者 に 直 接 お

を頂 ける 団体 と して 認め
られるに至りました。

渡し頂くか、お近くの 郵

年会費のお

いの は相 変わ ら ずで す。
そこで皆 様にお願い が

便局より下記の口座番 号

頂きます。

ござ いま す。 本 当に 勝手

にお振込いただければ 幸

し かし なが ら 、公 的資

なお 願い で申 し 訳な いの

金だ けで は、 運 営が 苦し

です が「 つく し んぼ をさ

いです。
よろしくお願い申し

上げます。

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

町作連のＨＰ『町田の福祉のかいらんばん』も営業中!!

会費は年 間、一口二 千

発行所
定価
50円

うーん、つくつく通信も
もう創刊50号かあ。華々し
く「記念号!!」としたかっ
たのですけれど、いつの間
にか職員募集号になってし
まったところが、まあ、ウ
チの通信らしいのかも。
思えば、施設としての補
助金ゲットのためには営業
あるのみ!! と、他の施設
の通信を真似て作り始めて
みたのがこの通信です。
何ページもの構成だと、
折るのも大変だし、紙代だっ
て馬鹿にならないし……と、
B4用紙一枚だけのペラペラ
でのスタートでした。あ、
今でもペラペラ一枚のまま
ですねえ。(あはは)

以前は、ここまで徹底的
に行政批判を繰り返す通信
は珍しい。本当につくしん
ぼは補助金貰う気があるの？
なんて結構言われましたっ
け。補助金を受けるように
なってからも、つくしんぼ
の補助金は単年度だな、な
んて茶化されましたっけ。
ところが最近は、なんて
いうか、愚痴とお願いと謝
罪ばっかりで。これじゃ読
んで下さる方もクラくなっ
ちゃうよなあ。かと言って
今さら行政批判したところ
で補助金額が増えるでもな
し。都の批判に路線変更し
たって石原知事が読んでく
れるわけでもなし……
いかん、また愚痴だ。(^^;

すっかり恒例となってしまった感がありますが……。今年も南つく
し野小学校から２年１組・２組のみんなが３～４時間目の授業の時に
つくしんぼを見学(それとも遊び?)に来てくれました。
小学２年位だと、つくしんぼの存在意味である「障害児の放課後保
障」のことを話しても分からないんだろうな、と思います。高学年の
子ども達でさえ、ピンとこない
ようでしたから。(大人でも分
かってくれない人もいますし)
それでも、つくしんぼみたい
な場所があるってことだけは記
憶に残して貰えたかな、と思っ
ています。
子ども達から感想の手紙の手
紙も頂きました。今号では紹介
出来ませんが、いずれ掲載させ
て頂こうと考えています。
さえ る会 」に 入 会し ては
頂け ませ んで し ょう か。

編集後記

です。

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

