卓球・バドミントンやろう！会
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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
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）
（10/4 の参加費は 6,000 円 募金は 550 円 でした。参加者総数は
）
した。参加者総数は 50 名弱でした。
名弱でした。

138 回目（
回目（10 月 4 日）の
日）のタットン会
タットン会―
体育館に入ると、東京町田から通っている県大生の足立さんが窓を開けてくれていました。聞くと「6
体育館に入ると、東京町田から通っている県大生の足立さんが窓を開けてくれていました。聞くと「6 時半に
家を出てきました～」と何気なく言っていて、その応え方にも頭が下がりました。
今日のカギ当番はサブチーフ県大
今日のカギ当番はサブチーフ県大の大矢さん。しかし、彼女は熱があり体育館を開けたら自宅に戻ったとのこ
県大の大矢さん。しかし、彼女は熱があり体育館を開けたら自宅に戻ったとのこ
と。なんと、責任感が強い学生たちなのでしょう！ タットン会はこういう学生たちに支えられながら、みんな
で楽しむことができているのです！
で楽しむことができているのです！
チーフは平野沙織さんと大矢さんに代わりサブチーフを快く引
き受けてくれた白倉麻里奈さん（
き受けてくれた白倉麻里奈さん（写真
さん（写真右
写真右）が務めてくれました。
この日私
この日私は 9 月に参加できなかった分、一人ひとりの動きをじ
っくり見させて貰うことにしました。
すると、技術的にも精神的にも成長されているチャレンジャー
さんの姿を発見することが出来ました。
卓球ではローテーションが定着してきたところですが、プレイ
の途中でその場に座り込んだり離れてしまったりしていた
の途中でその場に座り込んだり離れてしまったりしていたチャレ
していたチャレ
ンジャーさんが、
6 人のボランティアさんとローテー
人のボランティアさんとローテーション
ローテーションを
ションをしな
がら最
がら最後までプレイできるようになっていました
後までプレイできるようになっていました。
できるようになっていました。
周りが気になり、
周りが気になり、よくよそ見？
よくよそ見？をしながらプレイして
いるＴ君は、フォアやバックにくる
いるＴ君は、フォアやバックにくる球
にくる球を上手に返球
上手に返球し
返球し、
ミスも
ミスも少なくなっている
少なくなっているのに驚かされました。
のに驚かされました。
何度も国体に出場しているＩ君は、木本さん（右写真）
（右写真）
を指名し試合を楽しんでいました。彼の相手
彼の相手を
相手をするため
には、相当な実力がないと手に負えません。卓球のキャ
卓球のキャ
リアの長い木本さんは、
彼のスピードのある鋭い球を何度も
返球していてすごく見ごたえのある試合
返球していてすごく見ごたえのある試合をしていました。
試合をしていました。
Ｉ君もさらに進化していました！
バドミントンでは、
チャレンジャーさん同士で継続回数に
チャレンジャーさん同士で継続回数に
挑戦したり、
相手を変えながらラリーを楽しんだりしていま
した。
また、一年ぶりに参加したＳ君は今年社会人になったとのこと。でも、相変わらず「しまじろう」を携えてい
て微笑ましかったです。
朝発作を起こしながらも～前半転がし卓球、後半糸で吊るした風船バドミントンに参加してくれたＫ君の意欲
にも驚かされました。
これからも、より多く一人ひとりの新発見をし、彼らの成長ぶりを皆さんに伝えてい
彼らの成長ぶりを皆さんに伝えていかれた
皆さんに伝えていかれたらと思っています。
かれたらと思っています。
《お知らせとお願いと・・・》
次回（
次回（来月）
来月）のタットン会は、12
のタットン会は、12 月 27 日ではなく 12 月 20 日に変更に
日に変更になりました！
10 月 4 日配布の通信 137 号しか見てないの仲間や、今日のタットン会に来られない仲間、また不意に
しか見てないの仲間や、今日のタットン会に来られない仲間、また不意に
来られる仲間がホームページを見ずに 12 月 27 日に県大体育館に行ってしまうかも知れません。
どうか、多くの仲間に 変更の知らせが届きますように！！！
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※１． ・・・継続は力なり。
（娘は）ラリーが続くようになってきました。大勢の仲間・ボランティアさんに
支えられて、ただただ感謝です。タットン会、長く続きますように。
（Ｈ様）
※２． 卓球をしました。左右どんなボールでも素早く打ち返し、球を見ていないようでもサッ！！と打ち返す
のがすごかったです。とても上手で、こちらが汗びっしょり鍛えられました・・・
（Ｙ様）
※３．
※３． 一年ぶりの参加で前半はバドミントン、後半はバドミントンの他、ボール遊びなど置いてある玩具を色々
と工夫して遊びました。後半、指のマメが潰れてラケット等を持つのが辛そうでした。
（Ｏ様）
と工夫して遊びました。後半、指のマメが潰れてラケット等を持つのが辛そうでした。
※４．
※４． お手合わせするたびに、ビシバシのスピードボール。今回も１０点越えは出来ませんでした。集中して
の姿は素晴らしいです。少しでも相手できる様、ガンバ！（Ｋ様）
※５． Ａコートでバドミントンのラリーと試合を行いました。ラリーは４００回以上続いていました。試合の
時、強弱を変えて打てていて、とても上手でした。
（Ｍ様）

ＮＯ92
ＮＯ92
《休みの日》
休みの日》
休みの日には、ネコと遊びます。
休みの日には、ネコと遊びます。ネコはときどきナーと言います。
ネコはときどきナーと言います。 天気の良い日は、窓の近くでひなたぼっこ。
天気の良い日は、窓の近くでひなたぼっこ。
人の相手なんかしてくれません。 気が向くと、近づいてきます。 何だ、ごはんの時間か。
何だ、ごはんの時間か。
休みの日には、ネコに遊ばれています。
休みの日には、ネコのおでこくらいの庭の手入れをします。草花は、ナーんとも言いませんが 逃げないところ
を見ると世話をやかれることは、イヤではないようです。葉に付いた虫をとってあげます。
あっ、タットンの仲間で、アゲハを育てている人がいたっけ。ミカンやカキを、食べたときの種をどんどんまいて
います。小さな庭は、ジャングルのよう
います。小さな庭は、ジャングルのよう 夏の暑い日は、その下でネコが昼寝をします。
休みの日には、休みます。
明日使う、元気のために たっぷり、たっぷり休みます。

《タットン会の力》
タットン会の力》
うまくいかない 楽しみたい 打てた 当たった 今日は、力が出ない 元気がなくなった
うまくいかない 当たらない やり方を変えてもらった ペアが変わった 休み時間に休めた
あと 5 分だ タットン会の力 今日も楽しかった
鈴木 孝芳

開始前の「ハイタ
ッチ！」
「転がし
卓球」
「卓球」
「パ
ラシュート」風景

本日 １１月
１１月２９日
２９日の時程 チーフ 魚地・
魚地・川名 》
９:３０ ペア組（カード確認）
・体操、各種目へ
・体操、各種目へ
１０:
１０:２０ 休 憩
１０:
１０:３５ 後半の部
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・けがの確認・感想
手話コーナー・けがの確認・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
年度の予定 》
140 回目
12/27⇒
12/27⇒ 12/20 に変更決定
2015 年 141 回目 1 月 10 日 決定
142 回目 ２月２１日予定

143 回目 3/14､
3/14､21､
21､28

文責 佐藤一雄

