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つくしんぼの会報誌

つくしんぼはハンディのある子どもたちの放課後活動のスペースです
編集〜「フリースペースつくしんぼ」 東京都町田市小川 1511

「つくしんぼホームページ」アドレスは

TEL/FAX 042(796)8468

http://www.join‑am.ne.jp/ tsukushi/

です
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お金に余裕のある方
しかボランティアが
やってみようボランティア
出来ない、というの
ボランティアの内容にはさまざまなもの
はおかしなことなん
がありますが、その責任の範囲はとても曖
です」とおっしゃっ
昧です。
ていました。
実は私( 編集者) 自身、高齢者への配食
折しも６月13日付の朝日新聞に「シンポ
サービスを行っている会の代表の方からボ
ジウム ボランティアがつくる参加型社会」
ランティアとしての心構えについてを伺っ
という記事が掲載されました。ここでさわ
たことがあります。
やか福祉財団体理事長の堀田力氏が「日本
「ある方から『みなさん、気軽にボランティ
では政治家や官僚ら社会をリードする人の
ア活動を推奨されますが、もしそんな気軽
理解がなさすぎる。仕組みの整備も欧米に
な気持ちで活動を始めたボランティアさん
何十年も遅れている」と述べていらっしゃ
が車椅子を押していて、途中で気が変わっ
います。行政の後押しが遅れているが為に
たからと言って気軽に坂道で手を離してし
ボランティア活動が社会を支え、市民の幸
まったらどうなりますか？』と質問された
せを支えるという認識は広がっていません
ことがあります。大変厳しいお言葉です。
よね。とはいえ行政の方も次第にたてわり
でもこれを聞いて、私は完璧ではないから
の構図ではなく、住民参加のボランティア
ボランティアは出来ないと、配食ボラン
が行政のサービスを担っていくという動き
ティアを希望して下さっている皆さんが尻
が出てきて、ある町では市役所に「21 世紀
込みされても困りますが……」
課」という課をつくり、そこがコーディ
たしかにそうですよね。もし私がボラン
ネーターであり、プロデューサーになっ
ティアに参加する立場になると「無責任な
て、たてわりを乗り超え住民の知力、労力
ことはできないぞ」と構えてしまうのでは
を得て住民の要望を実現していくというと
と思います。でも反対につくしんぼでボラ
ころがあるそうです。
ンティアさんを募集する立場なら「とにか
く体験してみてください。体験で次第に目
やっぱり根底はお互い様
覚めていくこともあるし」と気軽に誘って
以前はボランティアという言葉でなく
しまうと思います。
｢一日一膳」とか｢小さな親切運動」という
表現だったと思います。支え合い、お互い
ボランティアがつくる参加型社会
様、というニュアンスでしょうか。そう考
前出の配食サービスの説明会の時は、市
えると、ボランティアされているハンディ
の職員の方も説明を聞きに来られていまし
のある子供たちも、私たちを支えてくれて
たが、一人の方が「市の職員さんがいる前
いる、私たちに何かを教えてくれている、
ですが、こういうサービスをボランティア
のではないでしょうか。ハンディのある子
に頼っているのは
を持つ親である我々も、支えてもらうばか
いかがなもので
りでなく、誰かを、何かを支えていけるよ
しょうか」という
うになりたいと思いました。
質問に、会長さん
｢人には助け合う遺伝子が組み込まれて
は
「そうなんです。
いる」前出の堀田氏の言葉です。
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たような気になっているだけなのかもし
れませんが。なかなか振り向いてくれな
れませんが。
なかなか振り向いてくれな
い人を好きになってしまう、
そんな感じ
い人を好きになってしまう、そんな感じ
毎週ゆっくりと変化し、成
成
でしょうか？ 毎週ゆっくりと変化し、
長していく子供たちを見て、一緒に遊べ
長していく子供たちを見て、
一緒に遊べ
ることを、とても嬉しく思っています。
ることを、
とても嬉しく思っています。
大学でも、
今「ボランティア」が注目さ
大学でも、今

週に一度のおもちゃ箱
水曜日の音楽の時間にお邪魔させてい
ただくようになってから、半年以上が経
ただくようになってから、
半年以上が経
家
と、家
ちました。
「♪南の島の大王は〜」と、
に帰ってからも口ずさんでしまう今日こ
の頃……。
最初は子どもたちと上手く接すること
が出来るだろうかという不安や気負いで
いっぱいでしたが、考えていてもしょう
いっぱいでしたが、
考えていてもしょう
がない、とにかく一緒に何でもやってみ
がない、
とにかく一緒に何でもやってみ
よう、と思うようになりました。
よう、
と思うようになりました。
言葉では上手く伝わらなくても、お互
言葉では上手く伝わらなくても、
お互
徐々にですが、こうしたいのではな
いに、徐々にですが、
こうしたいのではな
いに、
徐々にですが、
いかと察していくこともあります。それ
いかと察していくこともあります。
それ
分かったぞ！ と思った
が難しい分だけ、分かったぞ！
が難しい分だけ、
時にはたまらなく嬉しい。
愛しい。
分かっ
時にはたまらなく嬉しい。愛しい。
愛しい。分かっ

れています。
ボランティアって何？ と考
れています。ボランティアって何？
える機会が多くあったりして。色々捉え
える機会が多くあったりして。
色々捉え
方はあるけれど、私なりに考えると，
私なりに考えると，自分
方はあるけれど、
私なりに考えると，
自分
興味や関心、
そして疑問
の周り、
社会に、
の周り、社会に、
社会に、興味や関心、
興味や関心、そして疑問
を持つこと。目をむけることなのではな
を持つこと。
目をむけることなのではな
福祉関係であったり、
国際関
いかな…と。福祉関係であったり、
福祉関係であったり、国際関
いかな…と。
係であったり、
環境であったり。
アプロー
係であったり、環境であったり。
環境であったり。アプロー
チの仕方は様々であり、
とにかく考えて
チの仕方は様々であり、とにかく考えて
みるということ。動いてみるということ。
みるということ。
動いてみるということ。
私自身これから様々な人に出会って、少
私自身これから様々な人に出会って、
少
しでも成長していければなあ…と思って
います。
つくしんぼはそんなことを考えるきっ
かけを与えてくれた所です。どうぞこれ
かけを与えてくれた所です。
どうぞこれ
からもよろしくお願いします！
おもちゃ箱から、
今日は何が出てくる
おもちゃ箱から、今日は何が出てくる
のだろう……。
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︽ささえる会ご入会・ご更新ありがとうございました︾

堀内様︑今井様︑小林様︑福井様︑荒木様︑岩崎様︑矢沢様︑斉藤様︑山
田様︑井上様︑池沢様︑堀内様︑平田様︑小林様︑萩村様︑近藤様︑大谷
様︑西村様︑高田様︑中田様︑山下様︑阿部様︑小野様︑佐久間様︑池田
様︑平野様︑花島様

︽ボランティア・ご寄付ありがとうございました︾

福井様︑小林様︑高尾様︑林様︑小泉様︑長谷様︑川本様︑山本様︑千知
岩様︑貴達様︑大谷様︑権田様︑平田様︑福井様︑小山様︑伊佐様︑中田
様︑岩井様︑五十嵐様︑平田様︑
﹁風﹂の皆様︑大鳳社様︑サイドバイサ
イド町田ボランティア様
︵６〜７月︶

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

小川
交差点

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

1234
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

発行

東京都世田谷区砧６ ‑26‑21

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
障害者団体定期刊行物協会

定価 50 円

