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つくつく通信 No.60
つくしんぼの
会報誌

No.60
「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

今年は例年にもましてとっても暑いつくしんぼの夏休みでした。
それにもかかわらず、
参加した子ども達の数は過去最高!! 後半はみんなちょっとヘバったけど……。
遊んでくださった大勢のボランティアさん、どうもありがとうございました。
○流しそうめんと夕涼み会
( ７月 26 日）
○流しそうめんと夕涼み会(

かすみちゃん作の夏休み予定表です
「つくしんぼホームページ」アドレスは

流れたのは食べ物だけではありません。
なんとビーダマまで流れておりました。
http://www.normanet.ne.jp/ tsukushi/

です
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○大地沢合宿
( ８月２〜３日）
○大地沢合宿(

夕飯は定番のカレー。みんなが食べられる
メニューとなると、これになるのです。

( ８月 26 日）
○みんなの音楽会
○みんなの音楽会(

演奏がおわったあとの記念撮影。
今年は
竜も登場したのです。

今回のキッズタイムは、この４月に中学生になったカスミちゃん
です。お母さんにお話していただきました。

中学生になって、
ちゃんとやっていけ
中学生になって、ちゃんとやっていけ
るのだろうかと心配でした。
いつもわが
るのだろうかと心配でした。いつもわが
ままを言ったり大泣きをしたりと大変
だったから。
小学生だった頃とはまったくちがった
生活の中でまたいろんなことをやったり
覚えたりしてほしいと思います。
朝は相変わらずいつも遅く、「まだ来て
ないよ」「いつ来るの」と言われて困って
いましたが、
このごろはやっと学校に早
いましたが、このごろはやっと学校に早
く行けるようになってホッとしました。
学校ではときどきわがままなどを言っ
て先生におこられたりしている時もある
みたいですけども、なんとかちゃんと
やっているみたいです。
昨年の夏から３人で新しい生活を始め

て、
小学校もかわったばかりなのに、
もう
て、小学校もかわったばかりなのに、
小学校もかわったばかりなのに、もう
小学校を卒業、
そして中学校へ、
カスミに
小学校を卒業、そして中学校へ、
そして中学校へ、カスミに
とっては忙しい生活のかわりように少し
とまどったと思います。 でもカスミは
カスミなりに少しずつだけれどもちゃん
とやっている(
とやっている
( ？) んだろうな。
家でもブツブツ
と何かを言いなが
らもいろいろと手
伝ってくれるし、本
伝ってくれるし、
本
当に助かります。
少しですけれど
もお姉ちゃんにな
りました。
これからもがん
ばってね。
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○こどもの国プール
( ８月 29 日）
○こどもの国プール(

ボランティアのお姉さんたちに囲まれてい
るから、水も恐くありません。

６月から週に２回くらいずつつくしん
ぼにお手伝いにきている、いつも姿勢が
ぼにお手伝いにきている、
いつも姿勢が
悪く青色のフレームのメガネをかけてい
ることの多い男です。( 笑)
夏休みも無事に終わり、ようやく、
ようやく、ゆう
夏休みも無事に終わり、
ようやく、
ゆう
まとゆうき以外の子達にもたまに名前を
呼んでもらえるようになり、( ゆうまとゆ
うき二人は２日目には僕の名前を覚えて
呼んでくれたと思います)
呼んでくれたと思います
) 子供たちの中の
「よく来るけど、よくわからないお兄ちゃ
ん」は卒業できたのでは？
ん」
は卒業できたのでは？ とおもってい
ます。( 実際は僕のことどう思ってるんだ
ろう……)
ろう……
)
最初につくしんぼにお手伝いにきたと
き、あまりにも今まで僕のお手伝いさせ
き、
あまりにも今まで僕のお手伝いさせ
てもらった施設と違って驚いたことをお
ぼえています。
施設といったら、大きな鉄の門に、
大きな鉄の門に、すべ
施設といったら、
大きな鉄の門に、
すべ

ての部屋に鍵がついていて、
職員は職員
ての部屋に鍵がついていて、職員は職員
だけで固まり、
話をしてくれるのはボラ
だけで固まり、話をしてくれるのはボラ
ンティア担当の職員さんだけという状態
というのがお決まりでした。( そういうと
ころがすべてとはいいませんが、多かっ
ころがすべてとはいいませんが、
多かっ
たような気がします…
)
たような気がします…)
そのイメージを持ってつくしんぼにき
たので、ここと今までお手伝いしてきた
たので、
ここと今までお手伝いしてきた
施設との違いに圧倒されたことをおぼえ
ています。
どこからどう見ても民家な建物、話を
話を
どこからどう見ても民家な建物、
しやすい職員さん達、子供達一人一人に
しやすい職員さん達、
子供達一人一人に
目が届く人数、なにか、
なにか、ひとつの大きな
目が届く人数、
なにか、
ひとつの大きな
『家族』のようなそんな居心地の良さを初
日から感じました。
今、考えれば僕がつくしんぼにどっぷ
今、
考えれば僕がつくしんぼにどっぷ
のはつくしんぼに、今ま
りつかった(
今ま
りつかった
( 笑 ) のはつくしんぼに、
でお手伝いしてきた施設では感じること
のできなかった、この
この『
のできなかった、
この
『家族』を感じるこ
とができたからなのではないかとおもい
ます。
いつか僕もつくしんぼのような
『家 族』
いつか僕もつくしんぼのような『
を感じる施設をつくれたら…なんてこと
を本気で考えたりもします。( 笑)
これからもどんどんお手伝いにいって、
つくしんぼのいいところをいっぱい勉強
していきたいとおもいます。
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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

︽ささえる会ご入会 ・・・・・ご更新ありがとうございました︾
永井様︑西村様︑鈴木様︑渡部様︑新井様︑大久保様︑成田様︑小林様︑
阿部様︑小野様︑池田様︑天野様︑花島様︑川岸様︑角井様︑渡辺様

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︑青木様︑佐藤様︑

丸尾様︑春田様︑高橋様︑根本様︑奈須田様︑古川様︑三原様︑山田様︑
飯田様︑滝沢様︑草刈様︑相沢様︑田木様︑泉山様︑大福地様︑鈴木様︑
高尾様︑三砂様︑宇田川様︑法政大学ピュアピュアの皆様︑
サイドバイサイド町田ボランティア様
︵７月〜８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

