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つくつく通信 No.59
つくしんぼの
会報誌

No.59
「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
トランポリンだぁっ！

バタバタしているうちに一学期もアッという間
に終了。４月からの新人メンバーたち(１、2年生)
も、つくしんぼの環境になれ、すっかり我が者顔
の今日この頃です。
さあ夏休み、夏バテするのは職員だけ???

≪通学の途中で≫

「つくしんぼホームページ」アドレスは

http://www.normanet.ne.jp/ tsukushi/

です
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≪つくしんぼの庭で≫

今回のキッズタイムは小学６年生になってますます元気いっぱいの
ユウキくんです。お母さんにお話ししていただきました。

『我家にフクが来た』
我家に大きな変化が２つありました。
１つは私がパートに出始めたこと。障
１つは私がパートに出始めたこと。
障
がいを持つ子どもがいると、長い休みが
がいを持つ子どもがいると、
長い休みが
ネックになって、なかなか行けないので
ネックになって、
なかなか行けないので
すが、必要にせまられて
必要にせまられて・
・・・思いきって
すが、
必要にせまられて
始めました。
) 増えたこ
もう１つは家族が１人(
１匹)
もう１つは家族が１人
( １匹
と。
去年の７月、つくしんぼの音楽でお世
と。去年の７月、
去年の７月、
つくしんぼの音楽でお世
話になっている小林先生のところからか
わいい女の子をいただきました。
最初は乗り気でなかった主人も一目見
るなり名前は「
るなり名前は
「オードリー」 がいい！ で
もユウキの「
もユウキの
「 フ ク ち ゃ ん 」 の一言で決ま
り。
以来、
家の中は
「フク」中心。
り。以来、
以来、家の中は
家の中は「
ユウキもフクが大好きで、私の休みの
ユウキもフクが大好きで、
私の休みの
時は、学校へもいっしょに行って、
学校へもいっしょに行って、先生み
時は、
学校へもいっしょに行って、
先生み
「お兄さん」気
んなに紹介して、すっかり
すっかり「
んなに紹介して、
すっかり
分。図工の時間も、
図工の時間も、自分から家族としてフ
分。
図工の時間も、
自分から家族としてフ
クの絵を描いたりして……。図工大嫌い
クの絵を描いたりして……。
図工大嫌い

人間だったユウキが自分から
「フクちゃ
人間だったユウキが自分から「
ん」の絵を描きたいと言ったそうで、
の絵を描きたいと言ったそうで、母は
ん」
の絵を描きたいと言ったそうで、
母は
ビックリ。
おまけに
ビックリ。おまけに
おまけに「
「描いたから見に来
て」
と言われた時は
《
て」と言われた時は
と言われた時は《うれしい》。
留守番もできる様になって、カギを持
留守番もできる様になって、
カギを持
たせてみると、なんと立派な
なんと立派な「
たせてみると、
なんと立派な
「カ ギ男 ｣ に
変身。朝も自分１人の時はカギをかけて
変身。
朝も自分１人の時はカギをかけて
学校へ行けるようにもなりました。
今で
学校へ行けるようにもなりました。今で
は、散歩に行ってウンチもきちんと拾っ
は、
散歩に行ってウンチもきちんと拾っ
て来ます。母の知らない犬友もたくさん
て来ます。
母の知らない犬友もたくさん
できて、
ちょっと頼もしく見えてきたり
できて、ちょっと頼もしく見えてきたり
して。
「フク」は我家に
とって「福」だったの
かなあ〜。いたずら
かなあ〜。
いたずら
でおてんばだけれど、
ユウキにとって、か
ユウキにとって、
か
けがえのない親友、
家族で我家の二女！
これからもよろしく
です。
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土曜活動 いざスタート!!

http://www.h5.dion.ne.jp/ ymymymd/

４月からつくしんぼの職員として入ら
せてもらっています、
越村です。
せてもらっています、越村です。
私は以前、障がいのある子を対象とし
私は以前、
障がいのある子を対象とし
た施設でボランティアをさせてもらって
いたこともあり、そういった施設で働く
いたこともあり、
そういった施設で働く
ことが夢だった私にとっては、
つくしん
ことが夢だった私にとっては、つくしん
ぼの職員になれたことはとても幸運でし
た。本当に偶然で職員になったようなも
た。
本当に偶然で職員になったようなも
のだし……。
７月でつくしんぼでの生活も３ヶ月が
経ちますが、つくしんぼの子ども達との
経ちますが、
つくしんぼの子ども達との
付き合いは、まだ３ヶ月？
付き合いは、
まだ３ヶ月？ もう何年も一
緒にいるような気がしてならないけどな
あ。
私が最初につくしんぼに抱いた感想を
一つ。「なんて地味な活動をしているんだ
ろう」と。
と。なぜなら、
なぜなら、私が初めてつくしん
ろう」
と。
なぜなら、
私が初めてつくしん
ぼにボランティアに来た日は子どもが３
人しか来ておらず、みんなでひっそりと
人しか来ておらず、
みんなでひっそりと

コタツにあたっていたからです。
しかも、
コタツにあたっていたからです。しかも、
はずかしがり屋のミユキちゃんには全く
相手にしてもらえず、
カスミちゃんは
「赤
相手にしてもらえず、カスミちゃんは
カスミちゃんは「
信号は止まれー」とコースターに色を塗
信号は止まれー」
とコースターに色を塗
りまくり、ヒロキくんは別室にこもって
りまくり、
ヒロキくんは別室にこもって
なんとも近寄りがたいオーラを発しなが
ら、
ビー玉に没頭して遊んでいました。
そ
ら、ビー玉に没頭して遊んでいました。
ビー玉に没頭して遊んでいました。そ
して、ヒロキくんと遊ぼうとしてビー玉
して、
ヒロキくんと遊ぼうとしてビー玉
に触った私は案の定、ど突き回されてし
に触った私は案の定、
ど突き回されてし
まいました。まあ大変。
まいました。
まあ大変。
でも、
次につくしんぼに来た時にはヒ
でも、次につくしんぼに来た時にはヒ
ロキくんと遊べたのでホッとしました。
ヒロキくんが口ずさんでいた歌を私が
知っていたこともあり、一緒に手をつな
知っていたこともあり、
一緒に手をつな
いで歌うという仲良しぶりを発揮。
つく
いで歌うという仲良しぶりを発揮。つく
しんぼの子ども達と仲良くなるのは難し
そ
いと思ったのは間違いのようでした。そ
いと思ったのは間違いのようでした。
れにしても、なんとも気まぐれな彼ら。
なんとも気まぐれな彼ら。
れにしても、
ボランティアの初日の静けさには驚い
たものの、４月から小学１、
４月から小学１、２年生の元気
たものの、
４月から小学１、
２年生の元気
な新メンバーが４人加わり、最近はとて
な新メンバーが４人加わり、
最近はとて
も賑やかです。私はよくつくしんぼでの
も賑やかです。
私はよくつくしんぼでの
生活を友達に話すのですが、
みんなとて
生活を友達に話すのですが、みんなとて
しかも爆笑つ
も羨ましがってくれます。しかも爆笑つ
も羨ましがってくれます。
きで。
面白い
つくしんぼのみんなへ…毎日、面白い
つくしんぼのみんなへ…毎日、
ことをしでかしてくれてありがとう。
す
ことをしでかしてくれてありがとう。す
ごく自慢です。
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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

︽ささえる会ご入会 ・・・・・ご更新ありがとうございました︾
佐藤様︑新卓様︑つくし野伝道所様︑荒木様︑川上様︑田口様︑福井様︑
鈴木様︑堀内様︑高橋様︑木下様︑竹田様︑小林様︑金森様︑谷沢様︑
井上様︑刈屋様︑斎藤様︑猪俣様︑浅川様︑斉藤様︑井上様︑山田様︑

町谷原
交差点

萩村様︑中村様︑清水様︑峯岸様︑長谷川様︑松谷様︑宇佐美様︑岡村様︑
福田様︑石寺様︑阿部様︑柴田様︑宮島様︑松山様︑松見様︑中西様︑
池沢様︑小野様︑坂本建設工業様

横断歩道
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ

︽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︑川本様︑三箇山様︑川崎様︑堀内様︑

重松様︑佐藤様︑栗田様︑山口様︑廣田様︑水沼様︑若林様︑森田様︑
渡邉様︑甘利様︑池端様︑泉山様︑松本様︑山田様︑佐々木様︑角様︑
中曽根様︑渡辺様︑曽我様︑大垣様︑青木様︑山岡様︑菊田様︑山下様︑
石寺様︑サイドバイサイド町田ボランティア様︑東京善意銀行様︑
オリンパス労働組合プロマーケティング支部様︑東京都共同募金会様
︵５月〜６月︶

小川
交差点

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。年会費2000円(一
口)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

