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つくしんぼの会報誌

No.53
編集〜「フリースペースつくしんぼ」 東京都町田市小川 1511

TEL/FAX 042(796)8468

ボランティアって？
つくしんぼにボランティアで来て下さっ
ている絵画造形教室の高尾先生から依頼が
あり、母３人が町田市民ホールで行われた
「2001 ボランティア国際年 in 町田」の講演
会のお手伝いをしてきました。今年2001年
は、ボランティア国際年です。講演は女優
でユニセフ親善大使の黒柳徹子さんの「私
にもできるボランティア」と題して行われ
ました。
その講演で私の目に飛びこんできたもの
は、ステージの横の OHP(オ−バーヘッド・
プロジェクター)によってスクリーンに映
し出された手書きの文字でした。黒柳さん
の言葉が次々と映し出されていくのです。
OHP を囲む３人の方によって超スピードで
書かれていきます。それは要約筆記のグ
ループの方々によるものでした。
要約筆記とは、聴覚にハンディのある方
に筆記で音声情報を速く、多く伝える方法
です。筆記するスピードは話し言葉より遅
いので、要約、省略などが、行われ、速く
書く工夫がされています。音の強弱、イン
トネーションや、背景の音など、音声でな
ければわからないニュアンスも理解される
ように書きます。
スピードはもちろんのこと、話し言葉の
中に出てくる漢字も正確に書かれていて、
グループの方の日々、学習されている姿に
頭が下がる思いでした。
黒柳さんのすぐ横には手話サークルの方
「つくしんぼホームページ」アドレスは

が立たれていました。手の動きがよく見え
るように、手話をされる方は、黒やグレー
などの肌の色から遠い色の服を召されるそ
うです。そして、私が感動を覚えたのは、
「以前、手話でボランティアを表現する時、
奉仕 という仕種でしたが、今は右手の人
指し指、中指と左手の人指し指、中指を揃
えて前に歩ませる 一緒 という仕種なん
ですよ」と黒柳さんがおっしゃった言葉で
した。
今号はボランティアについて考えてみま
す。

ボランティアセンターって？
町田では、町田市社会福祉協議会(福祉
のまちづくりをすすめる民間の福祉団体）
の中に、ボランティアセンターがありま
す。
ここでは各種のボランティア活動のコー
ディネートを行っています。ボランティア
に関する相談、支援、情報提供の拠点であ
り、センターには１１５のボランティア団
体が登録されていて、個人でも毎年２５０
名位新たにボランティアをしたいと登録が
あります。手話や点
字、前出の要約筆記
などの講座を開いた
り、各ボランティア
団体の会合場所を提
供したり、青少年に

http://www.join‑am.ne.jp/ tsukushi/

です
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「やってみようボランティア」と題して、ボ
ランティアを体験してもらうイベントを
行っています。

・仕事やお金儲けに疑問を持ち、純粋な事、
ボランティアに興味を持った。
・知人の紹介で。勉強の場として、仕事の
一つとして始めた。

趣味を活かして
センターに登録する人も時代と共に多様
化してきて、以前はボランティアというと
「何か奉仕をしなければ」というのが多
かったのが、最近では「自分たちの持って
いる技能を生かしたい」がボランティアに
つながってきたそうで、たとえば、踊りが
好きで練習しているグループが老人ホーム
で踊りを披露するとか、ラグビーをやって
いるチームが子供たちに教えるなど、だん
だん市民活動がボランティアにリンクして
きているようです。
ボランティアは難しく
考える必要はありませ
ん。誰にでも出来ます。
まず身近なところから始
めてみませんか？ 新し
い自分を発見出来るかも
知れません。

ボランティアさんの意見
つくしんぼに関わってくださっている
方々に、ボランティアに対するお気持ちを
アンケートでお尋ねしました。
1 ボランティアを始めたきっかけは何です
か？
・自分に与えられた時間、体力を自分だけ
の為に使うのは良い事ではない、と思っ
て。
・子供の手が離れたので、何か世の中の役
に立ちたいと思って。
・学生時代で、いろいろな事を経験してみ
たかった。
・時間的余裕があったので。

２ 今までどのようなボランティアをしまし
たか？
・ベビーシッター、老人ホームでの介助、造
形教室、阪神淡路の震災ボランティア、
養護施設、不登校児の合宿、障害児施設
での介助、音楽療法、バザーやお祭りの
手伝い等
３ ボランティアをやってみた感想は？
・知らない世界で新鮮に感じた。
・一人一人と心がふれあえる時、喜びが涌
く。
・始めは気負いもあったが、今は楽しんだ
り学んだり。色々な人との出会いがうれ
しい。
・一緒に遊んだり参加するといった場合に
何をしてよいかわからず、勉強不足を感
じた。
・自分も役に立てる、出来る事があると思
った。
・学ぶ事、与えてもらう事があり、面白く、
ありがたい。
・子供たちが、絵や造形に興味を持ち、表
現出来るようになって「ハンディのある
子も好きな事に夢中になり楽しめる」と
いう自分の信念を現実に見て嬉しかっ
た。
４ ボランティアに関して、
これからの抱負
は
・必要とされれば、続けていきたい。
・次に続く若い人を育てたい。時間、ゆと
り、気持ちが大切だから，自分の出来る
範囲でやってほしい。
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・密度の濃い交流が出来るように、学び続
けていきたい。
・ボランティアをさせていただいてる、と
いう感じ。この楽しさを、ボランティア
をした事のない人にも、わかってほし
い。
・目の前にいる人と一緒に｢今ここ」を感じ
る事が出来れば幸せである。

つくしんぼでは、今まで多くのボラン
ティアさんにお世話になっておきながら、
ボランティアの事については無知な私たち
でした。関わって下さった方々の思いを心
に受け止め感謝の気持ちをお返ししたいと
思います。
続きは次号で考えたいと思っています。
ご意見等おありの方は是非お寄せ下さい。

は何で食べられないものは……とデータ
集めで必死の毎日でした。
二ヶ月目も必死だったなぁ。そして
三ヶ月目の今でも必死です。( 笑) でも、
一つ一つていねいに、初歩的ととれる質
一つ一つていねいに、
初歩的ととれる質
問や、少し的はずれな質問に対しても、
少し的はずれな質問に対しても、嫌
問や、
少し的はずれな質問に対しても、
嫌
真剣に答えて下さるお母さん
な顔せず、真剣に答えて下さるお母さん
な顔せず、

つくしんぼで働き始めて、
約三ヶ月が
つくしんぼで働き始めて、約三ヶ月が
過ぎようとしています。短かったようで
過ぎようとしています。
短かったようで
長かったというのが本音といったところ
でしょうか。
三月に見学に来た日は大雨でした。大
三月に見学に来た日は大雨でした。
大
きくて古い日本家屋の施設は、雨のせい
きくて古い日本家屋の施設は、
雨のせい
かとても暗く、心の中の不安がムクムク
かとても暗く、
心の中の不安がムクムク
と増大したのを今でも覚えています。
そし
一番最初に会ったのはヒロキ君、そし
一番最初に会ったのはヒロキ君、
てアッちゃん。
お部屋の中にあったシー
てアッちゃん。お部屋の中にあったシー
ソーで二人仲良く遊んでいたっけ。それ
ソーで二人仲良く遊んでいたっけ。
それ
タクト君、
ユウキ
から段々とナカヤ君、
タクト君、ユウキ
から段々とナカヤ君、タクト君、
君、チカちゃんとお友達が来て、
チカちゃんとお友達が来て、暗くて重
君、
チカちゃんとお友達が来て、
暗くて重
いイメージだったお部屋が同じ部屋とは
思えない程、にぎやかに、
にぎやかに、明るくなり、
明るくなり、初
思えない程、
にぎやかに、
明るくなり、
初
対面なのに、
すぐうちとけて遊びに入れ
対面なのに、すぐうちとけて遊びに入れ
てくれた子どもたちのおかげで、私の心
てくれた子どもたちのおかげで、
私の心
の中の不安は、シューっと小さくなった
の中の不安は、
シューっと小さくなった
んだよなぁ。
一ヶ月目は、
毎日が体当たりでした。
一
一ヶ月目は、毎日が体当たりでした。
毎日が体当たりでした。一
人一人何が好きで、
人一人何が好きで、嫌いか、
嫌いか、好きなおやつ
嫌いか、
好きなおやつ

方に助けられて、
トライ、
アンド、
エラー
方に助けられて、トライ、
トライ、アンド、
アンド、エラー
私自身、
一歩ずつ前進
の繰り返しですが、私自身、
私自身、一歩ずつ前進
の繰り返しですが、
していけたらいいのかなと思っています。
以前にも長野県の青木村で学童保育の
仕事を二年していた経験があります。そ
仕事を二年していた経験があります。
そ
の時に培ったことの一つは、人間関係も
人間関係も
の時に培ったことの一つは、
「 雨 降 っ て 地 固 ま る 」 だということです。
子どもたちとの関係も良い日々ばかりで
はなく、悲しく泣きたくなるような日も
はなく、
悲しく泣きたくなるような日も
あります。でも、
でも、職員の根底的な愛情があ
あります。
でも、
職員の根底的な愛情があ
れば、その経験がより子どもたちとの関
れば、
その経験がより子どもたちとの関
係を深くしてくれるということ。つくし
係を深くしてくれるということ。
つくし
んぼにおいても、あまり恐れることなく、
んぼにおいても、
あまり恐れることなく、
体当たりで子どもたちを好きになってい
きたいと考えています。
よく大学時代の恩師に「
よく大学時代の恩師に
「この仕事は、の
んき・
こんき・
げんきが一番大切だ」と言
んき
・こんき
・げんきが一番大切だ」
と言
われます。この言葉をついつい焦り、
この言葉をついつい焦り、やり
われます。
この言葉をついつい焦り、
やり
すぎるクセのある私の戒めととって、の
すぎるクセのある私の戒めととって、
の
んびり私らしくやっていこうと思います
周りの皆様、心配かとは思います
ので、周りの皆様、
ので、
周りの皆様、
心配かとは思います
どうぞ今後ともよろしくお願いいた
が、どうぞ今後ともよろしくお願いいた
が、
します。

横断歩道
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ

町谷原
交差点

町田街道
バス停
(ﾆﾁﾊﾟｯｸ前)
町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ＆ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙより
「鶴間」行のバスに乗り
「ニチパック前」バス停下車
徒歩 3 分
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1234
1234○

ｶｰｼｮｯﾌﾟ

○ ○
○ ○

田園都市線「すずかけ台」駅からだと徒歩 15 分弱です

︽ささえる会ご入会・ご更新ありがとうございました︾

小川
交差点

阿部様︑大工原様︑鈴木様︑谷沢様︑福井様︑天野様︑宇佐美様︑武田様︑
佐藤様︑山内様︑高橋様︑中西様︑竹田様︑植松様︑岡村様︑谷津様︑
長谷川様︑小泉様︑川本様︑松見様︑長谷様︑宮島様︑清水様︑

日時〜７月８日(日) 雨天の場合７月１５日(日）
午前１１時から午後２時
場所〜つくしんぼの庭
内容〜ヨーヨーつり、クレープやケー
キ等の販売もあるよ。

高尾様︑福井様︑小林様︑林様︑小泉様︑長谷様︑川本様︑志村様︑
町野様︑堀内様︑川崎様︑松下様︑竹田様︑矢沢様︑サイドバイサイド町
田ボランティア様︑日本アムウェイ 株 様︑東京善意銀行様 ︵５月︶
( )

毎度恒例のガレージセールでは、なかなか一緒にお
店番の出来なかったつくしんぼの子ども達。
今回は地域のお友達や大人の方々と一緒に楽しむこ
とが出来たらと、夏祭りを企画しました。
楽しいひとときを過ごしたいと思います。

︽ボランティア・ご寄付ありがとうございました︾
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1234567890123456789
フリースペースつくしんぼは
ハンディをもつ子ども達の放課
後活動の場として活動していま
す。96年５月に開所し、現在は補
助金を頂いていますが、運営面
で苦しいのが現状です。
もしよろしかったら「ささえ
る会」の会員になって頂けませ
んでしょうか。１口 2000 円でお
願いしております。
会員の皆様には、この会報「つ
くつく通信」を送付させて頂き
ます。よろしくお願いできまし
たら幸いです。
郵便振替口座番号
00120‑7‑168283
加入者口座名称
フリースペースつくしんぼ

発行

東京都世田谷区砧６ ‑26‑21

障害者団体定期刊行物協会

定価 50 円

