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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

TEL/FAX 042(796)8468

毎日イベント盛りだくさん。思い出いっ
ぱいできたかな？
遊んで下さったポランティアさん、あり
がとうございました。

そば打ち体験、
バーベキュー、
食べて食べ
そば打ち体験、バーベキュー、
バーベキュー、食べて食べ
ペンション太陽の
て食べまくった２日間。ペンション太陽の
て食べまくった２日間。
子さん、お世話になりました。
子さん、
お世話になりました。

カスミちゃん作の予定表
「つくしんぼホームページ」アドレスは

http://www.join‑am.ne.jp/ tsukushi/

です
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新宿セブンシティホールにて、「 南 の 国 の
ハメハメハ大王」
「あしたもともだち」を元
気いっぱい合唱、演奏しました。
気いっぱい合唱、
演奏しました。

キッズタイム第２弾は、運動神経バツグンでジャニーズ系の男の子
ヒロキくんです。ヒロキくんはどんな子なのかな？
お母さんに伺いました。
我が家のヒロキは小学５年生、自閉症の
男の子です。
小さな頃より『恐いもの』へのこだわり
があります。
『恐いもの』といっても、我々
から見ると「何でこんなものが恐いの？」
というものが多いのですが。
療育園に通っていた３才頃は、園にあっ
た可愛い熊の手押し車、そのあとは黒ネコ
ヤマトの宅急便のトラック。そして今はガ
ソリン会社の出光のタンクローリー車。ガ
ソリンスタンドの前は通れるのに、タンク
ローリー車だとダーッと超ダッシュで逃げ
去ってしまいます。
（黒ネコヤマトさん、出
光さん、ごめんなさい）
こうやって大きなものだと、ヒロキの方
が逃げてくれるので（これもあとさき考え
ずに走り出すので困りものですが）まだな
んとかなるのですが、問題は小さなもので
す。

たとえば文字の積み木。文字・マークの
大好きなヒロキは毎日のように並べては眺
めたりしているのですが、ある日突然なぜ
か嫌いになり恐くなる。そして消してしま
いたくなる。彼の中で「消す」というと、水
洗トイレに流すということで……。
数年前、我が家のトイレは水があふれ、
水道屋さんに来てもらったのですが、詰ま
りが取れず、「もう便器をとりかえるしか
ありませんね」と水
道屋さんに言われ
てしまいました。そ
して便器を割って
出てきたのが……
４センチ四方の積
み木。
ヒロキがトイレ
に行った時は「要注
意ね」と家族の間で
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話してましたが、24時間見張ることができ
ず……。
昨夏も詰まらせて取れず（ステレオのリ
モコンでした）に取り替え。この夏も詰ま
らせてしまったのですが、今回は『父ちゃ
ん』が小さなミラーで奥を覗いたところ
（このテクニックは過去２回の水道屋さん
の様子より会得しました）、そこには頭を
ノックすると「ヒヒヒーン」と鳴き声のす
る馬の顔のついたボールペンが。これは
『父ちゃん』の意地で針金を駆使して取り
出し、便器は無事でした。しかしこのイタ
チごっこはいつまで続くのやら……。
ヒロキに『恐いものを消したい』という
気持ちがある限り、この状態に終止符は打
てないのでしょうか。どなたか心ある保険
会社の方、できることでしたら「トイレ保
険」を作って下さ〜い。

日……11 月４日(日) 雨天中止
時……午前 10 時〜午後２時
場所…町田東急横の広場
長い間「つくしんぼガレージ
セール」の名称でつくしんぼの敷
地内でのバザーを行なってきまし
たが、今回も人通りの多い場所で
やろうということになりました。
（ご近所の皆様、スミマセン……）
贈答品等のご寄付がありました
らご連絡下さい。出来るだけ取り
に伺わせ頂きます。

発揮していらっしゃる姿は純粋で輝いて
見えます。心に鎧を着け、
心に鎧を着け、つかず離れずの
見えます。
心に鎧を着け、
つかず離れずの
交際にとどめている多くの人達と異なり、
装飾を取り外した無垢の心の傍に坐って
いる時、奥行き深くて私の貧弱な想像力
いる時、
奥行き深くて私の貧弱な想像力
などをはるかに越える、大らかでとらわ
などをはるかに越える、
大らかでとらわ
れのない人間の不思議な素晴らしさに出
合えます。
こんな機会を与えて頂けて、あなたも私
こんな機会を与えて頂けて、
あなたも私
も人間でいられて本当に何て嬉しい、と
も人間でいられて本当に何て嬉しい、
と
障害って何？ 生活を円滑におさめる 感動できる時間。
感動できる時間。週に一度ですが、
週に一度ですが、私に
週に一度ですが、
私に
ことを主眼とすれば、
適応に難しい段階 とっては一週間分の濃い喜びの時間です。
ことを主眼とすれば、適応に難しい段階
に居るということでしょうか？
誰もが大なり小なりの障害を持っていま
ですけれど一人一人個人の側に身を置け す。
す。たとえ今は生活に支障がない程の小
たとえ今は生活に支障がない程の小
ば『一つの個性に過ぎない』という理解の さな障害であっても。
さな障害であっても。そしてそうであっ
そしてそうであっ
され方をよく耳にするようになりました。 ても年齢老いれば他人様のお手をお借り
そして実際一人一人が持っておられる特 することになります。
そんな時に一緒に
することになります。そんな時に一緒に
徴は千差万別です。
いて下さる方達が共に居ることを喜んで
おしなべて画一化され面白味ある人々の 下さる……。
私の理想の人間像です。『つ
下さる……。私の理想の人間像です。
少なくなってきたように思われる世の中 くしんぼ』
ではその理想が透かし見られ
くしんぼ』ではその理想が透かし見られ
で、
他人の目を意識せずに素直に個性を るのです。
で、他人の目を意識せずに素直に個性を
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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︾
横山様︑井上様︑佐藤様︑村田様︑渡辺様

︽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︑森川様︑
八重田様︑勝村様︑木村様︑笹川様︑澤村様︑小池様︑高梨様︑中崎様︑
古屋様︑小笠原様︑松崎様︑友井様︑渡辺様︑和田様︑周東様︑

サイドバイサイド町田ボランティア様︑ＶＡＲＫＳコーボレーション様︑
デコハウス様
︵８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
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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

