卓球・バドミントンやろう！会

NO １３１
２０１４
２０１４．
３．１５

タットン会ホームページ タットン会 と入力すると検索でき、会の趣旨
と入力すると検索でき、会の趣旨や
会の趣旨や開催日時などが確認で
開催日時などが確認で
きます。また、
「ボランティアセンター 046（
046（825）
825）0017」
0017」 で、日程を確認することもできます。
※ 活動中などの写真掲載等をご辞退なさる方
活動中などの写真掲載等をご辞退なさる方は、
写真掲載等をご辞退なさる方は、事務局員
は、事務局員にお申し出ください！
事務局員にお申し出ください！（事務局は青バッチ
（事務局は青バッチです）
青バッチです）
（2/25 の参加費はとりませんでした。
）
の参加費はとりませんでした。募金は
とりませんでした。募金は 0 円義援金も
義援金も 0 円でした。大雪の中、
円でした。大雪の中、参加者
大雪の中、参加者は
参加者は１３名でした。
１３名でした。

２月１５日は、前日から２週続けて
２月１５日は、前日から２週続けての大雪で驚きました。
２週続けての大雪で驚きました。
１３日の夜には、タットンメンバ
１３日の夜には、タットンメンバー全員に中止のお知らせが出来
メンバー全員に中止のお知らせが出来
ないため、非常に悩みました。メールで連絡できる仲間に相談す
ないため、非常に悩みました。メールで連絡できる仲間に相談す
ると『
ると『僕が 何としても 大学体育館の鍵を開けます！』
大学体育館の鍵を開けます！』と県大
ＨＳＣ代表の井口君からメールがありました。私も
ＨＳＣ代表の井口君からメールがありました。私も「
私も「スタッドレ
スタッドレ
スタイヤが動く限り向かいます！」と返信はしたものの…！？
スタイヤが動く限り向かいます！」と返信はしたものの…！？
ホームページには、
「大雪でしたら～皆様は無理なされませんよ
「大雪でしたら～皆様は無理なされませんよ
うに！！！ 私と井口君で～バドミントンの試合をやろうと思い
私と井口君で～バドミントンの試合をやろうと思い
ます！？！」と書き込みました。
ます！？！」と書き込みました。
家の前の急坂道
１４日の夕方からの雪で、我が家の坂上にある駐車場には停め
られず、車を公道
られず、車を公道沿いのパーキングに。そして～
公道沿いのパーキングに。そして～当日朝、写真左
沿いのパーキングに。そして～当日朝、写真左
のように家の前はすごい積雪。「
のように家の前はすごい積雪。「下のパーキングに車を止めていて正解！」
下のパーキングに車を止めていて正解！」と思いながら、雪をかき分け急坂を
と思いながら、雪をかき分け急坂を
転びながら降り、パーキングに
転びながら降り、パーキングに。しかし
パーキングに。しかし、
。しかし、ここも車が出せない状態。担いでいったスコップで掘って掘って…、
ここも車が出せない状態。担いでいったスコップで掘って掘って…、
小雨が降る中３０分の悪戦苦闘をし、やっとの思いで車を出すことが出来ました。
県立保健福祉大学に着くと、井口君や針谷さん、副代表の孝さん、中川さん、チャレンジャーのＯ君が準備を
県立保健福祉大学に着くと、井口君や針谷さん、副代表の孝さん、中川さん、チャレンジャーのＯ君が準備を
していました。最終的に、チャレンジャーさん２名とボランティアさん１１名の計１３名が集まったのには驚き
していました。最終的に、チャレンジャーさん２名とボランティアさん１１名の計１３名が集まったのには驚き
ました。
ました。（今回、参加費はもらいませんでした！）
まさか、こんな大雪の日にこれだけの人が集まるとは思っていませんでしたが、
こんな大雪の日にこれだけの人が集まるとは思っていませんでしたが、私も来
私も来られて良かった！
られて良かった！です。
て良かった！です。
終了後～学生達は、来月のタットン大会の打ち合わせも
終了後～学生達は、来月のタットン大会の打ち合わせも、行っていました
学生達は、来月のタットン大会の打ち合わせも、行っていました。
、行っていました。
前半は「せっかく来たのだから～バドミントンの講習会をやろう
前半は「せっかく来たのだから～バドミントンの講習会をやろう！」ということで、バドミントンのダブルス
をやろう！」ということで、バドミントンのダブルス
の試合を行いました。私自身、初めてやったダブルスのゲーム。結果は、１勝２敗と負け越しでしたが、一度は
の試合を行いました。私自身、初めてやったダブルスのゲーム。結果は、１勝２敗と負け越しでしたが、一度は
勝った喜びを味わうことがで
きて、新鮮でとっても楽し
きて、新鮮でとっても楽しか
とっても楽しか
ったです！
ったです！
ダブルスの試合と試合
ダブルスの試合と試合
後の握手！（右写真）

後半は「たまには違うスポーツをしよう！」ということになり、バスケッ
トボールとバドミントンに分かれ
トボールとバドミントンに分かれました。
とバドミントンに分かれました。バスケットは、ハーフコートで３：
３。ゴールされたら、腕立て３回～という特別
３。ゴールされたら、腕立て３回～という特別ルールをつくり、体力
特別ルールをつくり、体力増強
ルールをつくり、体力増強
…！？ 自分で特別ルールを言い出しておいて「なんで腕立てをしなければ
自分で特別ルールを言い出しておいて「なんで腕立てをしなければ
ならないの！？」と、へとへとになりながら
ならないの！？」と、へとへとになりながら
も久しぶりにお腹が痛いくらいに笑ってし
久しぶりにお腹が痛いくらいに笑ってし

まいました。（翌日は、雪
まいました。（翌日は、雪かき
（翌日は、雪かきの影響もあり
かきの影響もあり全身筋肉痛でした
の影響もあり全身筋肉痛でしたが
全身筋肉痛でしたが！）
終了後は、いつものように「モップがけ」もきちんとやりましたよ！
終了後は、いつものように「モップがけ」もきちんとやりましたよ！

そして、３月のタットン大会
そして、３月のタットン大会に向けて
３月のタットン大会に向けての最終確認
に向けての最終確認も行い
の最終確認も行いました
も行いました。
ました。
モップがけ（表
モップがけ（表紙下写真）
（表紙下写真）と最終ミーティング
紙下写真）と最終ミーティング（右写真）
と最終ミーティング（右写真）！
（右写真）！
『タットン会の
タットン会の来年度に向けた年間計画』
来年度に向けた年間計画』
下の①～⑦の項目は、２月のタットン通信
下の①～⑦の項目は、２月のタットン通信（１３０号）
月のタットン通信（１３０号）でお知らせした
（１３０号）でお知らせした検討事項
でお知らせした検討事項（１月
検討事項（１月
２５日の新年会にて話し合われたもの）
２５日の新年会にて話し合われたもの）の追加項目
追加項目です
項目です～
です～
（５月のタットン会にて、年間計画案を決定しますので確認しておいてください！）
５月のタットン会にて、年間計画案を決定しますので確認しておいてください！）
① 多くの障がいについても楽しみながら理解していく
多くの障がいについても楽しみながら理解していく（多くの
多くのを追記。今後も多くの障がいを受け
今後も多くの障がいを受け入れていきたい
多くの障がいを受け入れていきたい！
入れていきたい！）
② 体育館の確保は、県大生ＨＳＣサークル長
県大生ＨＳＣサークル長が３ヶ月前から予約確認をする。
体育館の確保は、県大生ＨＳＣサークル長が３ヶ月前から予約確認をする。
③ ホームページ管理費として、担当に
ホームページ管理費として、担当に毎月５００円を継続
担当に毎月５００円を継続して
毎月５００円を継続して捻出
して捻出する。
捻出する。
④ ４月を除く毎月一度の土曜日。通算一年に１１回を予定（第３又は第４
の土曜日を基本にする）し、
基本にする）し、準備は
し、準備は今年
準備は今年
４月を除く毎月一度の土曜日。通算一年に１１回を予定（第３又は第４週
第４週の土曜日を基本にする）
度同様８：３０
度同様８：３０から行い
８：３０から行いお手伝いし
から行いお手伝いしていただけるボラ
お手伝いしていただけるボランティアの方は８：４０集合
ていただけるボランティアの方は８：４０集合にする。
ンティアの方は８：４０集合にする。
⑤ 初めて参加するチャレンジャー（障がい児・者）さんには、保護者の同伴をお
初めて参加するチャレンジャー（障がい児・者）さんには、保護者の同伴をお願いします。また、
願いします。また、ボランティア不
。また、ボランティア不
（原則としてを追
足を解消するため、原則として
原則として、毎回保護者またはそれに変わる支援者の同伴をお願いします
、毎回保護者またはそれに変わる支援者の同伴をお願いします。
援者の同伴をお願いします。
原則としてを追
足を解消するため、原則として、毎回保護者またはそれに変わる支
記。自立されているチャレンジャーさん
記。自立されているチャレンジャーさんもおられるため
自立されているチャレンジャーさんもおられるため）
もおられるため）
⑥ メーリングリストの
メーリングリストの作成 保留
以前より「
以前より「悪天候の際の中止の旨等の緊急連絡網」
悪天候の際の中止の旨等の緊急連絡網」として利用するメーリングリストを作っていたのですが、タ
として利用するメーリングリストを作っていたのですが、タ
ットン会に登録している方全員が登録
ットン会に登録している方全員が登録できるようなものが作れると良いのですが・・・！
登録できるようなものが作れると良いのですが・・・！
県大生ＨＳＣへのお礼（教具などの購入）として、5
000円程度の補助を
継続していく！
⑦ 県大生ＨＳＣへのお礼（教具などの購入）として、
として、5，000円程度の補助
円程度の補助を継続していく
していく！
―と、細々とした確認・提案を含みながら～
来年度２０１４年５月に、１３年目タットン会２０１４年間活動計画案
来年度２０１４年５月に、１３年目タットン会２０１４年間活動計画案をお示しさせていただきます。
に、１３年目タットン会２０１４年間活動計画案をお示しさせていただきます。
（ただ、５月は大学側の都合で今のところ
５月は大学側の都合で今のところ未定です。
今のところ未定です。詳しくは、４月中旬頃にタットン会ホームページまたは、
４月中旬頃にタットン会ホームページまたは、
『金子寿さんの講演会
『金子寿さんの講演会』
の講演会』 以前からタットン
以前からタットン通信
タットン通信チェッカー
通信チェッカーをしてくださっている金子寿さんが、２月２５日に
チェッカーをしてくださっている金子寿さんが、２月２５日に
市立養護学校にて講演会を行ってくれました。
市立養護学校にて講演会を行ってくれました。今回「特別支援学校は初めて！」とのこと。肢体不自由児にも理
行ってくれました。今回「特別支援学校は初めて！」とのこと。肢体不自由児にも理
解できるようにと、スライド写真の中に動画を盛り込んだり、
解できるようにと、スライド写真の中に動画を盛り込んだり、車いすでも出かけられる場所を紹介してくれたり
…。彼が障がいを負ってから～現在に至るまでの葛藤、生きていく中で人との大切な関わり、街に出て行き
…。彼が障がいを負ってから～現在に至るまでの葛藤、生きていく中で人との大切な関わり、街に出て行きみん
街に出て行きみん
なでバリアフリーの世界を作っていこう！
なでバリアフリーの世界を作っていこう！などなど、盛りだくさんの話をしてく
の世界を作っていこう！などなど、盛りだくさんの話をしてくれました。
などなど、盛りだくさんの話をしてくれました。
その夜『～俺
その夜『～俺 足が動かなくても頑張る！』と家に帰ってから母親に話した生徒の言葉にも
足が動かなくても頑張る！』と家に帰ってから母親に話した生徒の言葉にも涙しました！ 素晴
らしい講演会～、彼の体力が続く限り多くの方々にも
年７月号に
らしい講演会～、彼の体力が続く限り多くの方々にも話してもらいたいと改めて感じました！（
話してもらいたいと改めて感じました！（2010 年７月号
も、彼の記事を載せさせていただいています！ホームページ通信バックナンバー９０号ですー！
も、彼の記事を載せさせていただいています！ホームページ通信バックナンバー９０号ですー！）
ホームページ通信バックナンバー９０号ですー！）

ボランティアセンターにてご確認くださるようお願い致します
ボランティアセンターにてご確認くださるようお願い致します！
るようお願い致します！）
右
《本日 ３月１５日の時程
チーフ 県立保健福祉大学生 》
９:３０ ペア組（カード確認）
・ディズニー
・ディズニー体操、
ディズニー体操、
各種目タットン大会
各種目タットン大会（継続回数）
タットン大会（継続回数）へ
（継続回数）へ
１０:
１０:２０ 休 憩
１０:
１０:３５ 後半の部 みんなでレクリエーション
１１:
１１:０５ パラシュート・片づけ・モップ、感想カード記入
１１:
１１:２０ 手話コーナー・けがの
手話コーナー・けがの確認・
けがの確認・感想
確認・感想
１１:
１１:４０ 解散（時間は多少前後します）
解散（時間は多少前後します）

《 ２０１４年度の予定
２０１４年度の予定 》
2014 年 １３２回目
１３２回目は５月からですが、
回目は５月からですが、大学の都合で４月上旬
大学の都合で４月上旬に決定する予
上旬に決定する予
定です！ ４月中旬頃
４月中旬頃に、ホームページ又は
中旬頃に、ホームページ又は～
に、ホームページ又は～ボランティアセンター
（0468250017）
0468250017）にてご確認お願いします！
にてご確認お願いします！
文責 佐藤一雄

― お知らせ －
今年度、県立保健福祉大
学ＨＳＣクラブが「神奈川
心身障害児
心身障害児福祉基金財団」
より助成金を受けて活動
より助成金を受けて活動
しています。

