卓球・バドミントンやろう！会

NO １４０
２０１５
２０１５．
１．１０

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
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）
（12/20
）
/20 の参加費は 3,300 円 募金は 3,390 円 でした。参加者総数は、
した。参加者総数は、３４
総数は、３４名
３４名でした。

新春

おめでとうございます

今年も、多くの皆さんと共に 楽しいタットン会
楽しいタットン会になりますように！
タットン会になりますように！
14 年前、支援級生徒の登下校
支援級生徒の登下校に集まってくださった
登下校に集まってくださったボランティアさんに刺激を受け
に集まってくださったボランティアさんに刺激を受け「部
活動に所属が難しい支援級
活動に所属が難しい支援級児童・
支援級児童・生徒たちのために、
児童・生徒たちのために、俺も
生徒たちのために、俺も何か出来ないものか！？」と仲
俺も何か出来ないものか！？」と仲
間を募ってスタートしたタットン会。早いもので、13
間を募ってスタートしたタットン会。早いもので、13 年目が終わろうとしています。
今でも鮮明に思い出すのは、スタート時～
今でも鮮明に思い出すのは、スタート時～あの今はなき上の台中学の体育館に 94 名も
のチャレンジャーさん・保護者様・ボランティアさんが集まった時のこと。バドミントン
コートは 2 面と卓球台
面と卓球台 6 台をセッティングの中、
をセッティングの中、体育館内を走り回ったり、
体育館内を走り回ったり、寝転がってい
寝転がってい
たりしていたチャレンジャーさんたちの姿
たりしていたチャレンジャーさんたちの姿…。
たちの姿…。
保護者・チャレンジャーさんのニーズに応えていくには、どうすれば良いのだろうと途方に暮れていました。
それでも、まずは出来るところからやってみようと思い、ただただ「継続すること」を目標に…。
それでも、まずは出来るところからやってみようと思い、ただただ「継続すること」を目標に…。
また、保護者からは、チャレンジャーさんへの対応や接し方などたくさんのアドバイスをいただきながら、
また、保護者からは、チャレンジャーさんへの対応や接し方などたくさんのアドバイスをいただきながら、ミー
ながら、ミー
ティングの際に学習会なども試みました。
ティングの際に学習会なども試みました。
そして二年目の夏～
そして二年目の夏～台風で
二年目の夏～台風でがけ崩れのために
台風でがけ崩れのためにバスが
がけ崩れのためにバスがストップしてしまい、浦賀駅から
バスがストップしてしまい、浦賀駅から 30 分以上かけて歩いてき
てくれたボランティアさんから
からは、
「ボランティアをやるということは、あ
てくれたボランティアさん
からは、もの
は、もの凄い勇気
もの凄い勇気と覚悟
凄い勇気と覚悟を感じたのです。
と覚悟を感じたのです。
る程度の覚悟も必要なんだな！」と
程度の覚悟も必要なんだな！」と私は
覚悟も必要なんだな！」と私は強く思いました。
私は強く思いました。
やるからには中途半端にではなく、きちんと予定を立てて
やるからには中途半端にではなく、きちんと予定を立てて皆様には早めにお知
皆様には早めにお知
らせすること、目
らせすること、目的・目標
、目的・目標が
的・目標がぶれないように反省
ぶれないように反省をしっかりと
反省をしっかりと行い
をしっかりと行い、仲間と
行い、仲間と確
、仲間と確
認しながらやっていかなければならない
認しながらやっていかなければならないと！
かなければならないと！
今夜は
、そして「3
今夜は「この１年
「この１年（13 年間）の反省
年間）の反省」
の反省」と「来年度に向けて」
来年度に向けて」
そして「3 月
のタットン大会について～」の 13 回目の会合を開きます。皆様も
回目の会合を開きます。皆様もなにかお気
皆様もなにかお気
づきのことがありましたら、事務局メンバーにお知らせください！
づきのことがありましたら、事務局メンバーにお知らせください！
保護者より～
保護者より～
💛 参加費について、300
参加費について、300 円が定着していると思うので、何か金額を上げなければいけないことがなければ、
今のままでよいと思う。今後について特にはないですが、最近は小学生の参加が少なくどちらかというと大
最近は小学生の参加が少なくどちらかというと大
人の集まりになっているような気がします。
（スタートから 13 年経てば、
皆様大人になっていますよね！？）
個人的には、卓球なども上手くなり本人も自信がついたようです。いつもありがとうございます。
💛 送迎ヘルパーとして片隅で皆様を見ておりますが、いつも上達ぶりに驚きます。チャレンジャーさん一人
。怪我する人もなく、続
ひとりに合った指導・工夫をこらした練習方法には感心させられます（車いす対応）
けられているのも細やかに、見回り・言葉かけしてくれているおかげと思っております。少ない参加費で、現
状を維持していくことは苦労も多いとは思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。
状を維持していくことは苦労も多いとは思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

昨年 12 月 20 日の 140 回目タットン会、今年の
回目タットン会、今年の 4 月にこども医療センターのナー
月にこども医療センターのナー
スになる予定の
スになる予定の県大
予定の県大 4 年生の針谷さんと
年生の針谷さんと、
針谷さんと、横浜町田から朝早く家を出て体育館のカギ
を開けてくれた県大
を開けてくれた県大 3 年生の足立さ
年生の足立さんがチーフ
足立さんがチーフで全体を見てくれました。参加者は
んがチーフで全体を見てくれました。参加者は
34 人と、今までで一番少ないかと思われる人数
人と、今までで一番少ないかと思われる人数でしたが、
かと思われる人数でしたが、その分
でしたが、その分コートが空いてい
その分コートが空いてい
たので保護者同士のプレイやバドミントンではシングルスの試合も出来ました。
半年ぶりに来たＴ君は、今までにないくらいの笑顔でプレイしていました。
半年ぶりに来たＴ君は、今までにないくらいの笑顔でプレイしていました。
その弟小学生
その弟小学生 6 年のＷ君は、チャレンジャーさんである
年のＷ君は、チャレンジャーさんであるお兄ちゃんがいなくてもボランティアさんとして
であるお兄ちゃんがいなくてもボランティアさんとして参加し
お兄ちゃんがいなくてもボランティアさんとして参加し
動いてくれているのです
動いてくれているのです。この小学生ボランティア
るのです。この小学生ボランティアＷ
。この小学生ボランティアＷ君、3 年ほど続けて
ほど続けて来て
続けて来てくれてい
来てくれています
くれています！
ます！

チーフからのコメント
2014 年最後のチーフを務めさせていただき、ありがとうございました(^^)
ありがとうございました(^^) いつもより人数は少なめでし
たが、その分ゆっくりボランティアさんとお話できたり、チャレンジャーさんの成長した姿を見ることがで
きたりして嬉しかったです。親御さん同士でのバドミントンは見ていてほっこりしました
たりして嬉しかったです。親御さん同士でのバドミントンは見ていてほっこりしました♪
て嬉しかったです。親御さん同士でのバドミントンは見ていてほっこりしました♪ これからも、
このあたたかい雰囲気のタットン会がずっと続いてほしいなぁと思いました。新年もまた元気でお会いしま
しょう＼(^o^)
しょう＼(^o^)／
(^o^)／ 県立大学 4 年 針谷由紀
こんにちは！もう12
こんにちは！もう 12 月ですね(
月ですね(このコメントを皆さんが読むときには1
このコメントを皆さんが読むときには 1 月になってい
月になっていますが…)
ますが…)早い！最近
…)早い！最近
は寒くて布団から出たくないですが、タットンの日は身体
は寒くて布団から出たくないですが、タットンの日は身体が自然と動きます。なぜでしょう？
身体が自然と動きます。なぜでしょう？ やはり、タ
ットンが好きだからですね！寒い季節でも、チャレンジャーさんと一緒にスポーツをやると心も体も温まり
ます(^^)
ます(^^) スポーツって、いいですね♪
スポーツって、いいですね♪ 県立大学 3 年 足立望
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※１．今年最後のタットン会、チャレンジャーさんの参加は少なかったですが楽しくできました。Ｔ君
※１．今年最後のタットン会、チャレンジャーさんの参加は少なかったですが楽しくできました。Ｔ君 本当に
上手になりました。打ち合うのが楽しく、こちらが遊んでもらっている感じです（笑）
。
（杉山）
ＮＯ9
ＮＯ9４
今年の年末年始はかつてないほどバタバタでした。それは、母が去年の 11 月から入院してしまい、家の
ことを父と二人でこなさないとならな
ことを父と二人でこなさないとならなか
二人でこなさないとならなかったためです。しかし、忙しい思いをしながら改めて感じたことが
家族の大切さです。居なくなって悲しいとか辛いという感情的なことはもちろんですが、加藤家は家族全員
でバランスをとって生活してきたのだなと私は感じました。父は父、母は母、私は私でお互いに支え合って
いたものが崩れたときの大変さと、家族の支え自体の大切さを改めて実感しました。
そして、このことはタットン会でも言えることです。佐藤さんをはじめ、事務局、ボランティア、そして
チャレンジャーが居る。これが当たり前のように思えますがタットン会の黄金のバランスです。どこか一つ
チャレンジャーが居る。これが当たり前のように思えますがタットン会の黄金のバランスです。どこか一つ
でも欠けてしまうとタットン会は成り立たなくなります。
このように家族もタットン会もみんなで支えながらバランスを取って前進しているのです。このことを念頭
に置いて 2015 年もみんなで支え合いながらタットン会を盛り上げて行きましょう。もちろん健康にもお気
を付け下さい。本年もよろしくお願い致します。
ホームページ担当 加藤 誠

[ 本日 １月１０日の時程 チーフ 小河原 ]
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 》
2015 年 142 回目 ２月２１日決定
２月２１日決定

143 回目 3/14（タットン大会）
3/14（タットン大会）

文責 佐藤一雄

