
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

当会では、昨年いっぱいで成人利用者が全員他施設へ移籍し、それに伴い新
しい学童利用者が増え活動が様変わりしました。 
また、数年来の重要課題であった活動場所の移転先確保については、奔走し

た結果、いくつかの候補がありましたがなかなか実りませんでした。中には地
質調査まで行い契約直前までこぎつけた土地や、その他の候補もありましたが、
大家さんの都合により残念ながら実現には至りませんでした。が、このような
経過を経て大変幸いなことに何とか借地の目処が立ち、今年度いっぱいの竣工
をめざし準備を進めております。 
一方、見直しが繰り返されてきた障害者自立支援法に代わる障害者総合福祉

法の施行をめざして、８月末に骨格提言が出されました。その基礎として「基
本的人権の尊重」や「インクルーシブな共生社会を創造すること」とあり、「障
害のない市民との平等と公平」「本人のニーズにあった支援サービス」等を含
む６つの目標等是正をめざしています。 
そのような流れの中、当会では活動を存続させる為、新たな場所への移転と

ともに放課後等デイサービスに事業を移行せざるを得ません。しかしながら、
来年の４月より法が施行されるにも関わらず未だ報酬単価等が定まっていな
い為、大変見通しがつきにくく厳しい運営が予想されます。 
このように展望のもちにくい状況ですが、一人ひとりと真摯に向き合い、時

には寄り添い時には葛藤しながら濃密なやりとりを通して、ゆるぎない信頼関
係を築くことの大切さを忘れずに療育の質の向上をめざしていきたいと考え
ております。 
この３月に未曾有の国難である東日本大震              

災が起こり、今でも多くの人達に大きな困                
難をもたらしています。日本中が手をと                 
り合って大災害からの復興をめざしてい                
る今だからこそ、障がいの有無に関わらず                
個人として尊重され、真の意味でかけがえ                
のない一人ひとりが社会の一員として暮ら               
せる共生社会が実現することを願わずに                
はいられません。 
これまで賛助会の方やボランティア                 

の方々、その他多くの方々に大変温                   
かなお力添えを頂きまして心より                   
感謝申し上げます。これからも変                    
わらぬご理解・ご支援を頂きま                     
すようよろしくお願い致します。 
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活動の様子～療育～ 

この 1 年間、様々な活動にとりくんできました。 

 

 

                        

                        

 

 
調布特別支援学校の体育館をお借        皆でケーキ作りや飾り付けを 
りしての運動会。               し、素敵なクリスマス会とな 
「いちについて・ヨーイ・ドン！」       りました。 

                                                                                        
                          
 
 
                          
                          
                           

 
                                
 

 おいしい豚汁ができるかな？                電車に乗って、外出。                          
ドキドキしながらの   多摩六都科学館へ向かいます。 
楽器体験。いい音 
出てる…⁉ 

 
 
 
 
 
 
  

 
池袋防災館にて地震体験。   
真剣です！ 

                             フランス料理店にて、テーブ 
ルマナー。少し緊張気味のメ 
ンバー達です。                                    

ストレッチやリズム体操、パン食   
い競走をしたりして、最後に皆で 
ダンスをしました。 

 
                                 
   

宿泊訓練の夜。上手に 
敷けるかな？                   

  
       
 
 
                
 
 
 
 空気も食事もおいしかっ     自然の光を浴びながら、 
た長野での宿泊訓練。      多摩丘陵ハイキング。 

◎集団指導では、この他にももち

つきや陶芸、親子まつりや福祉ま

つりへの参加、合同作品作り、藍

製品作り、凧作り、年賀状作り、

掃除・洗濯、国立科学博物館見学

といったことにとりくみました。

個別指導としては、一人ひとりの

発達に応じて、微細運動や粗大運

動、文字や数の概念、言語などを

含む様々な課題にとりくみまし

た。 
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活動の様子～学童保育～ 

人数も増え、にぎやかな毎日を過ごしています。 
 
                 

 
                             したかな？ 

 
 
    
 
             
             
                                                                      
      
                         

  皆で昭和記念公園へ。体を動 
ボランティアの方による読み語り             かした後の食事はおいしいね。 
や紙芝居。「僕も読みたい！」    調布総合体育館での 

           プール。少しは上達 
                 したかな？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              お誕生日おめでとう。 
ストライク！お見事☆                    お友達からプレゼント。 
               ボランティアさんによるバイオリ 
               ンの生演奏♪皆、聞き入ってます。 
 
 
 
 
 
 
              
                               

 
 

                              ゲーム「走れコータロー」。 
「鬼は外！福は内！」                    走って走って！ 
  
               卓球に挑戦。ボールに当たるよ 
               うに、よーく狙って…！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
友達と一緒におやつ作り。協力  キーボードに合わせて楽器 
して、おいしくできるかな？   の演奏。 
                              

 

◎この他にも、スライム作

りやお雛様作りなどの工

作、外遊びや買い物、また

長期休みには、公共交通機

関を使って井の頭公園や

府中郷土の森公園、多摩障

害者スポーツセンターの

プールへ出かけたり、調理

にとりくんだりしました。 
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 母 の 声 

「ふみ月に通って」 
   洋がふみ月に入会して四年半、陽は八ヶ月が過ぎました。当初洋が入 
  会した頃は、成人の方が中心の作業グループで、何人かの児童が月４回 
  位、身辺自立や社会性を育てる療育を受けておりました。月２回の成人 
  の方と一緒の集団指導では、コンサートを聞きに行ったり、フランス料 
  理に挑戦したりいろんな行事に参加していました。長期の休みには、成  
  人の方と一緒に公園清掃やクッキーの納品、銀行へ行って、静かにきち 

んと待つことができるような体験をしたりしていました。療育だったの 
で楽しい事ばかりでなく、頑張る事もあったので、洋には厳しかった事 
もありました。 
そんな中で所長さんの今でも忘れられない言葉があります。『出来ない 

事を指摘するのではなく“普通”でいられる事をたくさんほめて下さい』 
座っていられる事、しゃべらないときにだまっていられる事、できない 
事が出来た時にたくさんほめられて、ふみ月で多くの成長を頂きました。 
学童となり多くの友達や楽しむ事も増え、ふみ月へ行く事を楽しみに 

  しています。そんな中でも、陽は陽なりの課題を、洋は洋なりの課題を 
持って活動の場にも生かして下さっています。職員の方の子どもを思う 
気持ちに日々感謝しております。 
 あと数年には社会に出る子どもたちですが、ふみ月の会や学校での経 
験が、糧になると思います。 
                          岩下 あずさ 
 
 

新人スタッフの声 

「ふみ月の会のスタッフになって」 
   今年の 3 月からふみ月の会の職員となり、早くも半年以上が過ぎまし 
  た。入ったばかりの頃は右も左もわからずただ目の前のことに必死でし 

たが、朝香さんにアドバイスを頂いたり、先輩にフォローをして頂いて、 
至らないながらも何とかここまでやってくることができました。 
 私が最初にふみ月の会に興味をもったのは、子どもとの信頼関係を基 
盤として指導する療育の方針に共感したからでした。もちろん、だから 
といってそれが実際にどういうことなのかよく理解できていたわけでは 
ありません。日々メンバーとかかわりながら、一つ一つの経験や出来事 
を通して相手の発信を受け止めること、自分なりの方法で相手に発信す 
ることを少しずつ積み重ねていければと思っております。メンバーの成 
長に少しでもつながるよう、これからも励んでいきたいと思いますので、 
どうぞよろしくお願い致します。 

 岡部 純子 
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ボランティアさんの声 

   ６月より活動を始めました、福田です。４年前より知的障害者の３０ 
～４０代が多く働いているパン工房でもボランティアをしています。そ 
ちらで常々、基本的な食習慣や生活習慣がしっかり身についている人と、 
そこから出発しなければならない人との格差が、色々な面で現れている 
のを実感しておりました。そんな疑問に答えて下さるのが“ふみ月”で 
はと、主旨に賛同し、参加させて頂いております。 

   私の子供達も３０～４０代となり、子育ての結果（？）を問われる事 
  がしばしばあります。“子育ては自分育て”。もう一度“自分育て”に励 

みつつ少しでも皆様のお役に立つことができれば、と願っています。 
活動日は、毎回ワクワクドキドキしながら伺っております。大変です 

  が楽しいですよ！ 
これからも、皆様に助けて頂きながら、活動を続けていきたいと思い 

  ますので、よろしくお願いします。 
                            福田 裕代 
 
 

ボランティアの方々 

～いつも貴重なお時間をさいてお力添えを頂きありがとうございます～ 

  

 

沢崎 俊之様 染川 章子様 馬場 咲夫様 中嶋 勝夫様 

大城 英代様 飯塚小百合様 桜井 真理様 茨城美根子様 

高橋 玄貴様 中嶋啓一朗様 佐藤真由美様 福田 裕代様 

児玉明彌子様 棚橋 祐子様 高江洲将行様 蔵堀 夏夫様 

鎌田 芳生様 楠本 和矢様 鈴木 寛子様 岩野 範昭様 

守田 敏行様 堀田 卓哉様 梨木 繁幸様 森田 哲也様 

御子柴洋子様 加藤  勲様 寒川 夕紀様 早野 慎哉様 

山本 恵美様 野村 千里様 本橋 健晴様 田村 悠治様 

福井 寛子様 天野有希子様 芦田  怜様 山名 里実様 

岡本 和晃様 丸山 敦司様 井上一二美様 糸賀 一将様 

金子 弘子様 小泉  光様 吉葉奈津子様 鈴木 吏恵様 
おもちゃ箱 

サークルの皆様 
ふじみ読み 

語りの会の皆様 
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    賛助会 新規・継続の方々 

～温かなご支援を頂きまして心より御礼申し上げます～ 

 

 

 

ご 寄 附 を 頂 い た 皆 様 

～心強いご支援を頂きまして感謝申し上げます～ 

・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 

・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付 

・ふじみ読み語りの会の皆様より寄付金 

・おもちゃ箱サークルの皆様より手作り品の寄付 

・介護保険ちょうふ市民の会様より文房具用品の寄付 

・セカンドハーベストジャパン様より菓子類等の寄付品の配送 

  この他に赤沼様、朝妻様、朝香様、染川様、石井様、関口様、角田様、 

馬場様、茨城様、桜井様、福田様、丸茂様、山本様、渡辺様、寺門様、 

その他多くの方々よりバザー品や季節の品々等をご寄付頂きました。 

 

中嶋 勝夫様 関口  昇様 青木 利夫様 櫻井 昭五様 

赤沼 千穂様 益田 文教様 関口美喜代様 松浦  真様 

長谷川 宮様 小林美知子様 奈良橋達也様 杉山 彩子様 

朝妻 榮子様 関口 夢佳様 松田 景子様 清水 智之様 

宮沢 春好様 伊藤 良子様 福田千鶴子様 長尾 光郎様 

清水まどか様 奈良橋香織様 茨城美根子様 山岸  正様 

和田 房子様 上野 史子様 朝香 喜代様 角田いく子様 

古川  進様 朝香 吉雄様 若林 拓也様 吉見 朋子様 

若林 美旗様 金子 善男様 朝香 房子様 古川 敏美様 

山口真理子様 須賀川なおみ様 幅  康路様  


