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現在、政府により障害者制度の改革が検討されています。先日は「障
害者制度改革推進のための基本的な指針」が閣議決定されました。障害
者権利条約の締結に向け、障害者施策全体を見直す内容です。障がい者
自らが選択・決定し、地域で自立して生活できる社会を実現するという、
条約の理念に沿って国内法を整備していくことをめざしています。 

改革は 11 の分野で並行して行われる予定ですが特に障がい者教育に
ついては、障がいのある子どもが障がいのない子どもと共に教育を受け
るインクルーシブ教育システムの構築という、条約の理念を踏まえた検
討がなされています。 

一方、根本的に矛盾や課題の多い障害者自立支援法の改正案が先日出
され障害児支援の強化が打ち出されていましたが、放課後や夏休み等学
齢期の児童へのサービスに対する要望が社会的に大変高まっています。
「子どもの権利条約」で、精神的・文化的な発達を含む個人の発達が達
成されるような方法で教育・保健・リハビリテーション・レクリエーシ
ョン等が子どもに提供されなければならないとしているように、放課後
の居場所を確保するということだけでなく、子どもの発達の為必要に応
じて十分な療育が提供されることも重要な課題です。 

今日、福祉の分野のみならず、社会全体が先の見通しのつきにくい時
代です。私たちも立ち退きなど難問を抱えた中で、安定した運営の基盤
を確保する為の道を模索しながらの活動が続きます。 

このような中、会では 3 人の成人メンバーが「卒業」しました。十数
年以上慣れ親しんだ会を離れるという事は彼らの人生の中の一大転機で
した。動揺、不安、拒否感を覚えながら、しかし同時にまだ見ぬ未来に
対して期待や胸躍る思いもどこかに抱いていたに違いありません。最後
には“納得”し、自信に満ちた表情で卒業していきました。 

そしてこの 4 月からは新たに学童保育の事業を開始し、新しいメンバ
ーが増えました。来年度は児童デイサービス事業に移行する予定ですが
制度がどのように変わろうとも、かけがえのないひとりひとりと真摯に
向き合いゆるぎない信頼関係を築いていくことを大切に、彼らが真の意
味で誇りを持ち、そして、心豊かに生きていけることを心から願ってい
ます。清々しい表情で卒業していったあの 3 人のように。 

数年来、会は転換の時を迎え目まぐるしい日常が続いていますが、そ
のような中、多くの方が大変温かいお力添え・励ましを下さり心より感
謝申し上げます。これからも変わらぬご理解とご支援をどうぞよろしく
お願い申し上げます。 
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力いっぱいもちついて、 
お腹いっぱい食べました マイナスイオンをたっぷり浴びて。 

多留姫の滝のつり橋にて 

テーブルマナー学習より 

クリスマスプレゼントを 
         楽しみに 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

毛糸や布、粘土、色紙な
ど様々な材料を使い、い

ろいろなクリスマスリ
ースを作りました。 

愛情たっぷりの田舎風
フランス料理をおいしく
頂きました。メンバーはそ
れぞれ随分落ち着いて、ナ
イフとフォークを程々う
まく使えるようになった
り…と一人ひとりの成長
が見られました。 

いざ！頂上めざして 

「特製ピザ、どの具にしようかな？」 

「大玉ころがし、 
  よーい・スタート」 

優雅な懐石料理と 
コンサートを満喫しました 見よ! そば職人の顔つき 

「新年のご挨拶」 

トラ
・ ・

の”合同作品”です 
「     掘り」 

雨にたたられ大変でした 
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演奏者の熱い思いが伝わってくる、
そんなアコーディオンの音色に心奪わ
れ、それぞれ体を動かしたり、メロデ
ィーに合わせて声を出したり、全身で
“音”を感じているかのようでした。 

築地にすし店は数あれど、
行列ができるのは限られた
数店舗のみ。中でも一番旨
いと評判の店で、40 分並ん
でお寿司を頂きました。評
判に違わぬおいしさで、メ
ンバーもしばし言葉を失っ
ていました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

「メリークリスマス！」 
 手作りケーキで楽しい集い 

― それはおしゃれなコンサート ー 

「おいしいお味噌ができるかな？」 
      半年後が楽しみだ 
 

「めざせ、ストライク！」 
 

粘土をこねて 
 お皿やリースのできあがり 

宿泊での“夏の夜の風物詩” 
 

築地・旨い寿司を求めて 

「多摩動物公園だゾー」 

レストランでのおいしい夕食 
        ―  宿泊の夜  ― 

「ステキな藍染め、いかがですかー」 
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母  の  声 
 

2007 年 10 月からこちらにお世話になっております調布特別支援学校の
中学部 1 年に在籍している野口絵美の母です。 
絵美は四人兄弟の年の離れた末っ子で甘えん坊。着替えなど自分で出来る

事でも中々自分からさっさとするタイプではありませんし、人をみて優しい
方にはワガママを言います。 
私は厳しいので私の前では良い子にしていますが外ではビックリするこ

とをやってくれます。ふみ月の会にお世話になって色々な方と接する事が出
来て優しい方にもやってはいけない事など学ばせて頂いています。まだ慣れ
ていないボランティアさんには時に色々と試してみてはいるようで、朝香さ
んにご指導して頂いています。 
また、ふみ月の会で調理やバザー、陶芸、染色など色々な体験や経験をさ

せて頂き、約 3 年で絵美の経験値もかなり上がりました。初めて親と離れて
宿泊したのもふみ月の会でした。 
私は絵美にとっては楽しい事もそうでない事もすべて貴重な経験だと思

っていますのでとても嬉しく思っています。 
そして今年からは学童保育もしていただけるようになり色々な面で親の

サポートをして頂き本当に感謝しています。 
ふみ月の会と出会い絵美も私も世界が広がりました。これからも親子共に

よろしくお願いします。 
野口 和代 

 

 

新人スタッフの声  
 

私は 1972 年、浜松市に生まれました。ふみ月の会には今年の 4 月から参
加しています。週に 2～3 回勤務の非常勤ですが、土曜日や月曜日のプール
などでメンバーが楽しく活動するのをお手伝いする仕事内容です。 
かつて障がいのある子供たちの音楽活動の援助に携わったことはありま

したが、水泳のお手伝いは私自身初めての体験でもあります。始めは水を怖
がっていた子も次第に慣れ、メンバーは皆プールの日を楽しみにしているよ
うです。 
日々、こころもからだもすくすく成長してゆくメンバーたちが体験の地平

を広げてゆく上で、非力ながらもお力添えさせて頂きたく思っています。 
                                太田 直史 

 
ふみ月の会へは、稲城から自転車で多摩川の橋を渡って通っています。6

月より週 2～3 回お手伝いさせていただいています。まだ分からない事ばか
りですが、皆さんに学ばせて頂きながら私も成長していきたく思っています。
(いくつになっても成長できる仕事ですよね。) 
家では食べ盛りピークの 3 人の男の子の母。夏休みに入り、頭と体の半分は 
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“食べさせること”に使っています！？ 
 好きなことは、歩くことや走ること。その中で感じる自然や、わくわくす
る心も、いいですよ。性格は、のんびりや、それでいて（だから？）あわて
んぼう。実は A 型なのですが、この長い人生の中で、人から一度もそう言わ
れたことないのです。なんででしょう??? 
 こんな私ですが、どうぞよろしくお願い致します。   田村 秀子 

 

 

ボランティアさんの声 
 

私がボランティアとして、ふみ月の会の活動に初めて参加させていただい
たのは去年のことでした。当時を振り返ってみますと、療育について学びた
い、人の役に立つ仕事がしたい、という私の思いが空回りしていました。ま
た、「しっかりやらなくては」と肩に力が入り、カチカチに緊張しながらの参
加となってしまっていたように思います。 
しかし、実際に第２・４土曜日の活動に参加していると、自分自身の在り

方について、沢山のことを考えさせられる日々となりました。スタッフの方々
との反省会でメンバーと自分との関係という視点から一回一回の活動をふり
かえるようになり、メンバーと活動するときに、私自身が緊張していたり、「○
○しなくちゃいけない」と焦ってしまったりして、肝心の“関係”や“安心”
を忘れている自分に気がつきました。 
そうした中で、自分自身も活動を自然体で楽しむことが大切ではないかと

思うようになりました。これからもメンバーの方々と、沢山の経験を共有し
ていきたいと思っています。そして、意欲をもっていろんなことに挑戦して
いかれるように、私も成長していきたいと思っています。これからも、一緒
に活動させてください。ふみ月の会は、私にとって大切な場所となっていま
す。                          飯塚 小百合 

 

  ボランティアの方々 

～ いつも貴重なお時間を使って来てくださりお本当にありがとうございます ～ 

馬場 咲夫様 重光 喬之様 沢崎 俊之様 染川 章子様 

佐藤 沙織様 李  素羅様 茨城美根子様 島村 直子様 

飯塚小百合様 松田 貞子様 金子 正明様 吉原 信義様 

益田 文教様 棚橋 祐子様 高野 誠司様 大和久 勇様 

桜井 真理様 石川えつ子様 冨岡よう子様 遠藤  彰泰様 

古野 柚香様 野澤ナオミ様 飯田 広子様 大中原由紀子様 

高橋 玄貴様 本橋 健晴様 大沼 智史様 石坂 寿子様 

蔵堀 夏夫様 原田 恵里様 高田 悠生様 平原 行人様 

山本 政義様 四元由布子様  長谷川時子様 おもちゃ箱サークルの皆様 
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ご寄付を頂いた皆様 

～ 心強いご支援をありがとうございます ～ 

・調布市社会福祉協議会様より福祉まつり配分金 

・仙川教会様より寄付金 

・市民活動助成事業「えんがわファンド」様より助成金 

・熊沢キク様より寄付金 

・東京都共同募金会様より寄付金 

・株式会社トルネ様よりバザー品寄贈 

・関口様より掃除機等寄贈 

この他にも赤沼様、朝妻様、和田様、朝香様、伊藤様、染川様、石井

様、田中様、茨城様、桜井様、小林様その他多くの方々がバザー品や季

節の品々、藍染め用の古シーツなどご寄付下さいました。 

 
 

賛助会 新規・継続の方々  
～温かいご支援を頂きお一人お一人に心より感謝申し上げます～ 

 

ふみ月の会に新しい車が来ました 

東京都共同募金会様より NHK 歳末助け合い義援

金を頂き、日産のキャラバンがふみ月の会のもう 

1 台の車として加わりました。 

大きくて広い新車にメンバーの皆もわくわくして 

います。これから送迎などで大活躍してくれることでしょう。 

ご寄付を下さった皆様、本当にありがとうございました。 

赤沼 千穂様 青木 利夫様 櫻井 昭五様 若林 拓也様 
宮澤 春好様 杉山 彩子様 朝妻 榮子様 吉見 朋子様 
関口  昇様 関口美喜代様 清水 智之様 金子 善男様 
福田ちづ子様 伊藤 良子様 鈴木 晴江様 奈良橋香織様 
法月 英里様 込山真理子様 茨城美根子様 松田 景子様 
柳川 昌見様 和田 房子様 古屋眞理子様 関口 夢佳様 
小林美知子様 朝香 喜代様 益田 文教様 清水まどか様 
長谷川 宮様 澤崎 俊之様 奈良橋達也様 幅  康路様 
長屋  恵様 桜井 真理様 上野 史子様 中嶋 勝夫様 

古川  進様 山口真理子様 染川 章子様 溝口 勝也様 
長尾 光郎様 古川 敏美様 若林 拓也様 若林 美旗様 
須賀川なおみ様    


