卓球・バドミントンやろう！会

NO ８８
２０１０．
５．２９
２９

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、会の趣旨や開催日
と入力すると検索でき、会の趣旨や開催日時などが確
会の趣旨や開催日時などが確
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出来ます。
※ 活動中などの写真掲載等をご遠慮なさる方は、事務局員
活動中などの写真掲載等をご遠慮なさる方は、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）

（３月の参加費は 9，600 円 寄付金は 2，600 円 計 12，200 円でした。ありがとうございました）

９年目、８９回目のタットン会の
スタートです！！！
２００２年の発足当時から９年、まさかここまで継続できるとは
２００２年の発足当時から９年、まさかここまで継続できるとは…
とは…
上の台中学でのタットン会
上の台中学でのタットン会時代
でのタットン会時代―手前卓
時代―手前卓
思ってもいませんでした。
球の部・奥２コートはバドミントンの部！
これは、まさに障がいがあるなしに関わらず、多くのニーズ
多くのニーズによって
これは、まさに障がいがあるなしに関わらず、多くのニーズによって
支えられてきたものと感じます。
スタートは、今年度で廃校になってしまう「上の台中学」
スタートは、今年度で廃校になってしまう「上の台中学」でした。
今年度で廃校になってしまう「上の台中学」でした。
学校が週休二日制になった２００２年５月
学校が週休二日制になった２００２年５月のスタートでは
２００２年５月のスタートでは、なんと９４名の
のスタートでは、なんと９４名の
人達が、
人達が、あの狭い体育館でゴチャゴチャになりながら卓球やバドミントン、
あの狭い体育館でゴチャゴチャになりながら卓球やバドミントン、
遊びを行ったのです。
遊びを行ったのです。
その時に関わってくだ
その時に関わってくださった保
くださった保護者は、自分の子供以外のチャレンジャー
さった保護者は、自分の子供以外のチャレンジャー
さんに対しても必死に対応してくだ
さんに対しても必死に対応してくださり、その時から「保護者から学ぶ」と
くださり、その時から「保護者から学ぶ」と
いうスタンスでやってきています
いうスタンスでやってきています。
ています。 ある時はボランティアさんから学び…ある時はチャレンジャーさんから
ある時はボランティアさんから学び…ある時はチャレンジャーさんから
学ぶ！この相乗効果でここまでやってこられたのですね！？
学ぶ！この相乗効果でここまでやってこられたのですね！？
今年度もまた、
に触れられるのか～とても楽しみです
今年度もまた、皆様の
また、皆様の「真心」に触れられるのか～
皆様の
に触れられるのか～とても楽しみです！！！
とても楽しみです！！！
開会式後のディズニー体操
開会式後の
ディズニー体操
８年目最後、２０１０年３月２７日の
２０１０年３月２７日のタットン大会では
３月２７日のタットン大会では…
タットン大会では…
参加者は１００人前後（数えられませんでした）
。
１０人近くの仲間が元気よく選手宣誓をし、ディズニー体操から
１０人近くの仲間が元気よく選手宣誓をし、ディズニー体操から
スタートしました。前半「継続回数の競技」
スタートしました。前半「継続回数の競技」では
前半「継続回数の競技」では、
では、バドミントン
の部・卓
部・卓球の部…それぞれ
球の部…それぞれ、
…それぞれ、自分の記録の
自分の記録の更新に
の記録の更新に挑戦しました
更新に挑戦しました。
挑戦しました。
休憩時はおなじみ「バナナモンキーズ」が
休憩時はおなじみ「バナナモンキーズ」が、いつものすがすが
しいラテン系の
しいラテン系の演奏
ラテン系の演奏をして
演奏をしてくだ
をしてくださり、途中踊り出す
くださり、途中踊り出す仲間も
さり、途中踊り出す仲間もおりま
仲間もおりま
した・・・
（写真右下
。
した・・・
（写真右下）
その間、
その間、実行委員は…集計に追われていました！！
実行委員は…集計に追われていました！！（写真右）
集計に追われていました！！（写真右）
後半は学生が考えてくれたレク「じゃんけん汽車ポッポ
後半は学生が考えてくれたレク「じゃんけん汽車ポッポ」
（写真左下
写真左下）
ポッポ」
左下）で楽しみました。
「レク、じ
「レク、じゃんけん汽車ポッポ
ゃんけん汽車ポッポ」
ポッポ」と休憩時「バナナモンキーズの演奏
休憩時「バナナモンキーズの演奏」
バナナモンキーズの演奏」

タットン大会の景品！？
タットン大会の景品！？

海津武尚（旧姓島田）法福寺
海津武尚（旧姓島田）法福寺副住職、
法福寺副住職、ＮＯ８０号より
副住職、ＮＯ８０号より再度登場
ＮＯ８０号より再度登場

私が「突発性難聴」のため入院
私が「突発性難聴」のため入院してしまい、
入院してしまい、参加できな
してしまい、参加できな
かった、昨年７月１８日
かった、昨年７月１８日：第
７月１８日：第８０回目のタットン会…
：第８０回目のタットン会…。
８０回目のタットン会…。
タットン会の
タットン会のスタート当初から、
スタート当初から、ご尽力いただい
当初から、ご尽力いただいている
ご尽力いただいているタ
ているタットン武様（現、新潟県寺泊に
ットン武様（現、新潟県寺泊に
ある法福寺副住職､旧姓島田武尚様
ある法福寺副住職､旧姓島田武尚様・
旧姓島田武尚様・写真上）が
写真上）が、遠く新潟から参加して
）が、遠く新潟から参加してくだ
、遠く新潟から参加してくださいました。
くださいました。 武様は、その帰り
武様は、その帰り
道…私の病室に寄り「タットン会寄付金」を置いていってくださいました。
その遠くからの
タットンタオル」
その遠くからの寄付金
遠くからの寄付金とタットン会の参加費・寄付金と
寄付金とタットン会の参加費・寄付金とを
とタットン会の参加費・寄付金とを合わせ、
合わせ、タットン大会の景品「
タットン大会の景品「タットンタオル」
を作ることが出来たのです！（デザイン
を作ることが出来たのです！（デザイン 県立保健福祉大学生 金子将大
金子将大さん）
将大さん）
ＮＨＫ、テレビ出演
ＮＨＫ、テレビ出演 けん玉協会伊東さん タットン会の
タットン会の休憩時間（遊び）で
休憩時間（遊び）でお世話になっている「けん玉
（遊び）でお世話になっている「けん玉
協会」
協会」の伊東さんが、ＮＨＫテレビ「
の伊東さんが、ＮＨＫテレビ「こんにちは
が、ＮＨＫテレビ「こんにちは いっと６けん」に４月１６日に生出演
いっと６けん」に４月１６日に生出演され
けん」に４月１６日に生出演され、
され、技を披露して
いました。
（もともとは、
（もともとは、２月２日に出演される
もともとは、２月２日に出演される予定
２月２日に出演される予定でしたが、臨時国会で中止になってしまったのです。
予定でしたが、臨時国会で中止になってしまったのです。その
でしたが、臨時国会で中止になってしまったのです。その
際には、多くの方に
。 録画して観てみる
際には、多くの方にお知らせ
多くの方にお知らせいたし
お知らせいたしましたが…
いたしましたが…今回は急な連絡で間に合いませんでした
ましたが…今回は急な連絡で間に合いませんでした）
今回は急な連絡で間に合いませんでした）
と…微動だにしない姿勢の伊東さんが印象的でした！
と…微動だにしない姿勢の伊東さんが印象的でした！ これを機会に、けん玉仲間が増えるといいですね！

感想・参加者カード・気がついたこと！！！

チャレンジャーさん
チャレンジャーさん３１名参
３１名参加
名参加

※１ …誰と組んでも、落ち着いてラリーを続けられました。今日はラリーが１６５回続き、なんとバドミン
…誰と組んでも、落ち着いてラリーを続けられました。今日はラリーが１６５回続き、なんとバドミン
トンの部で優勝しました…。
（Ｎ
（Ｎ様）
※２ バドミントンラリーは、ベスト２３回！！ ５分やって…５分休んで…５分やるというリズムだと疲れ
５分やって…５分休んで…５分やるというリズムだと疲れ
ずにできていました！…。
（Ｅ様）
（Ｅ様）
※３ …前回から上達しており、私もこれから頑張っていきます…
…前回から上達しており、私もこれから頑張っていきます…。ブロックからのせめを行えたら、更に良
くなります。
（Ｍ様）
パート ４６
大学の春休みを使って約一ヶ月間、ハワイに社会福祉を学ぶため短期留学をしてきました。
アメリカではソーシャルワーカー(
アメリカではソーシャルワーカー(社会福祉士)
社会福祉士)という職業が国民に広く浸透しており、ソーシャルワーカー
の知名度がまだまだ低い日本との社会の意識の差を感じました。
の知名度がまだまだ低い日本との社会の意識の差を感じました。
また、ハワイには受診等全て無料で…、
また、ハワイには受診等全て無料で…、お金が一切かからない保健所や病院がいくつかありました。
…、お金が一切かからない保健所や病院がいくつかありました。
これらの保健所・病院は裕福な人や会社からの多くの寄付金に支えられ運営されており、このように裕福な人達が
社会のために進んで寄付をする風習は素晴らしいと思いました。この留学を通してアメリカの福祉の現状を知るこ
とができたと同時に、ハワイのアロハ精神(
とができたと同時に、ハワイのアロハ精神(おもてなしの心)
おもてなしの心)を身をもって学ぶことができたと思います。
ハワイではマクドナルドによく行きました。ハンバーガーは以外と!?
ハワイではマクドナルドによく行きました。ハンバーガーは以外と!?日本の方が肉厚でおいしかったです。ハワ
!?日本の方が肉厚でおいしかったです。ハワ
イのマックにはホットアップルパイが無く、代わりにホットバナナパイがありよく通って食べました。
～なので結構太ってしまいましたが、これからタットン会に参加したりして、ダイエット頑張りたいと思います！
県立保健福祉大学３
県立保健福祉大学３年 平野友里江
《 今日 ５月２９
月２９日の時程 》
９:３０ 開会式：ペア
・体操、各種目へ
開会式：ペア組（カード確認）
ペア組（カード確認）
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:
・けがの確認・感想…
１１:１５ （手話コーナー）
・けがの確認・感想…
１１:
１１:４０頃
４０頃 解散

おしらせ
今後の予定
今後の予定です！
の予定です！
９０回目
９０回目 ６／２６（県立保健福祉大学決定
６／２６（県立保健福祉大学決定）
大学決定）
９２回目
９２回目 ８／２１ｏｒ２８（
８／２１ｏｒ２８（県保福大予定
県保福大予定）
大予定）
９４回目
９４回目 10／１６ｏｒ２３
10／１６ｏｒ２３（
／１６ｏｒ２３（県保福大予定
県保福大予定）
大予定）
９６回目
９６回目 12／１８ｏｒ２５
12／１８ｏｒ２５（
／１８ｏｒ２５（県保福大予定
県保福大予定）
大予定）

８年目のタットン大会

本日の担当者
チーフ・セッティングチェッカー：佐藤一雄
佐藤一雄・県大生
チーフ・セッティングチェッカー：
佐藤一雄・県大生
継続・新規受付・説明：県大生・事務局

９１回目 ７／２４
７／２４（県立保健福祉
（県立保健福祉大学決定
（県立保健福祉大学決定）
大学決定）
９３回
大予定）
）
９３回目 ９／１８ｏｒ２５（
９／１８ｏｒ２５（県保福大予定
県保福大予定
９５回目
９５回目 11／２０ｏｒ２７
11／２０ｏｒ２７（
／２０ｏｒ２７（県保福大予定
県保福大予定）
大予定）

２０１１年
２０１１年

９７回目 １／１５ｏｒ２２・２９（県保福大予定
９８回目
県保福大予定）
大予定）
９８回目 ２／１９ｏｒ２６（
２／１９ｏｒ２６（県保福大予定
県保福大予定）
大予定）
９９回目 ３／１９ｏｒ２６（
３／１９ｏｒ２６（タットン大会 県保福大学予定
県保福大学予定）
予定）

