卓球・バドミントンやろう！会

NO ９１
２０１０．
８．２８
２８

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）

11，
（７/24 の参加費は 6，900 円 寄付金は 4，500 円 計 11
，400 円でした。ありがとうございました）
９１回目 ７月２４日のタットン会は、準備の時間帯から異常な暑さにもかか
７月２４日のタットン会は、準備の時間帯から異常な暑さにもかか
わらず、総勢約７０名の参加でした。
わらず、総勢約７０名の参加でした。
６月２４日のＮＨＫ（こん
６月２４日のＮＨＫ（こんにちは
ＮＨＫ（こんにちは いっと６けん）に出演
いっと６けん）に出演されたＨＳＣサーク
出演されたＨＳＣサーク
ル代表の阿見さんがチーフ
ル代表の阿見さんがチーフ…
チーフ…。
８時３０分、
８時３０分、体育館に入る
体育館に入ると空気がなま暖かく息苦しい…そんな中、すでに
入ると空気がなま暖かく息苦しい…そんな中、すでにチ
と空気がなま暖かく息苦しい…そんな中、すでにチ
ーフ担当の阿見さん、タットン会
ーフ担当の阿見さん、タットン会学生代表の青木君
タットン会学生代表の青木君、ボランティアの
学生代表の青木君、ボランティアの中川さん・
、ボランティアの中川さん・
角井さんが黙々と準備をしてくださって
角井さんが黙々と準備をしてくださっていました。
くださっていました。
「こんな暑い日には、
「こんな暑い日には、チャレンジャーさんも少ないかな？」
チャレンジャーさんも少ないかな？」と思っていたら
と思っていたら…チャレンジャーさ
ていたら…チャレンジャーさ
ん２３名の参加で
２３名の参加で楽しめ
参加で楽しめました。
楽しめました。
とにかく暑い！！！写真右の彼の気持ちがよく
とにかく暑い！！！写真右の彼の気持ちがよくわかります！
よくわかります！スタート前
わかります！スタート前「休憩時間の回数を増
やしましょう！」と青木君から
やしましょう！」と青木君からの提案がありました。そのおかげで熱中症になる方
からの提案がありました。そのおかげで熱中症になる方もなく、
の提案がありました。そのおかげで熱中症になる方もなく、皆様
もなく、皆様
大汗をかきながらも爽やかな笑顔で楽しんでおられました。
『転がし卓球からピンポンへ』
がし卓球からピンポンへ』
私は、初めてＴさんと組ませていただきま
（チ
初めてＴさんと組ませていただきました。
せていただきました。２９歳から参加している彼は、今年で３３歳になります。
（チ
ャレンジャーさんの年齢層は、下は就学前～最年長は４○歳の方でしょう
ャレンジャーさんの年齢層は、下は就学前～最年長は４○歳の方でしょうか？）
下は就学前～最年長は４○歳の方でしょうか？）
足かけ５年のＴさんは、昨年から少しずつ
参加して、
参加して、足かけ５年のＴさんは、昨年から少しず
５年のＴさんは、昨年から少しずつ転がし卓球からピンポン
の練習に変わってきました。カード（記録表）を見てみると、前回までの最高継
続回数が３１回。
そこで「
そこで「目標を４０回」
目標を４０回」とお互いに確認して
お互いに確認してからはじめました。
からはじめました。
途中、上手
途中、上手く
、上手くプレー出来ない自分に対し
プレー出来ない自分に対し、
自分に対し、ラケットを噛むなど
ラケットを噛むなど～イライラしな
むなど～イライラしな
がらも～
がらも～お父様の声援に励まされ、途中途中タオル
父様の声援に励まされ、途中途中タオル（持っていると落ち着くそう
タオル（持っていると落ち着くそう
です）で汗を拭きながら～目標に向かって、黙々と球を追う彼の目は真剣そのもの
です）で汗を拭きながら～目標に向かって、黙々と球を追う彼の目は真剣そのものでした
で汗を拭きながら～目標に向かって、黙々と球を追う彼の目は真剣そのものでした。
でした。
そして、なんと４１回（往復では２０回）の自己
そして、なんと４１回（往復では２０回）の自己新記録を達成
自己新記録を達成しました！！！
新記録を達成しました！！！
届くかどうかの微妙な「目標設定」の大切さとすごい集中力
届くかどうかの微妙な「目標設定」の大切さとすごい集中力を
とすごい集中力を拝見しました
拝見しました～。ありがとう、Ｔさん！
変更のお知らせとお願い！
変更のお知らせとお願い！

来月９月のタットン会
来月９月のタットン会は、
９月のタットン会は、９月２５日
は、９月２５日が
９月２５日が決定でしたが…大学側の都合で
決定でしたが…大学側の都合で…
大学側の都合で…、
９月１８日に変更となりました！
９月１８日に変更となりました！ 本日、不参加で９月
本日、不参加で９月に
９月に参加を予定している
参加を予定している方
している方
もおられると思います
られると思います。ホームページ
と思います。ホームページやメーリングリスト
。ホームページやメーリングリストでは訂正のお知らせをして
やメーリングリストでは訂正のお知らせをしてい
では訂正のお知らせをしていますが…
ますが…。
残念ながら連絡がとれない方もおられ
残念ながら連絡がとれない方もおられます
られますので、今日の参加者を見ていただき～「いつもは来てい
ますので、今日の参加者を見ていただき～「いつもは来てい
るのに、
るのに、参加されていない方」やその他多くの仲間達に、
参加されていない方」やその他多くの仲間達に、皆様からも
皆様からも連絡を取っていただけたら
連絡を取っていただけたら幸い
たら幸い
です！ よろしくお願いします！！！
開始前のグルー
プミーティング

暑いよ～
扇いで！
扇いで！

一昨年は
一昨年は「京急ウィズ」
京急ウィズ」でクリーニング体験（タットン会ホームページ
でクリーニング体験（タットン会ホームページ通信バックナ
タットン会ホームページ通信バックナ
ンバー７０号で紹介）
、昨年
「フロムワン福祉園」
「あおぞら作業所」
、昨年は「ホットトライ」
昨年は「ホットトライ」
「手作りの店 朋」…で
朋」…での体験（通信
の体験（通信８１号
通信８１号で
８１号で紹介）をそれぞれ～
紹介）をそれぞれ～させていただきました。
）をそれぞれ～させていただきました。
この夏は
この夏は「第１やすらぎ作業所」さんに、
さんに、一日お邪魔させて
いただきました。
「やすらぎ作業所」
やすらぎ作業所」さん
作業所」さんに
さんには、第１作業所
第１作業所と
作業所と
第２作業所
第２作業所があり
作業所があります。
があります。第１
ます。第１作業所で
第１作業所では
作業所では肢体不自由の方と共
肢体不自由の方と共
に古切手を飾った
古切手を飾った小物
飾った小物入れ
小物入れや粘土
入れや粘土を原料にした
や粘土を原料にしたストラップな
を原料にしたストラップな
どを作っています
どを作っています。
スタッフの方々も温かく、
スタッフの方々も温かく、初対面の
も温かく、初対面の私まで
初対面の私まで一日
私まで一日リラックス
一日リラックス
して小物
して小物入れ
小物入れとストラップを作らせていただ
入れとストラップを作らせていただくことがで
とストラップを作らせていただくことができました。
くことができました。 ストラップと古切手を使った小物入れ
ストラップと古切手を使った小物入れ
「やさしさの力
「やさしさの力」
の力」の大きさを感じました。
作業所さんによ
作業所さんによって温かさや厳しさの違いはありますが、どこも真剣で「障がいのある方々との
って温かさや厳しさの違いはありますが、どこも真剣で「障がいのある方々とのコミュニケ
ーション」
「あいさつをすること」
「好きなことを見つけていくこと」…なども、今後も
ーション」を大切にしています。
「好きなことを見つけていくこと」…なども、今後も
「共に」大切にしていき
「やすらぎ作業所」
「共に」大切にしていきたいです。
大切にしていきたいです。
やすらぎ作業所」の皆様、貴重な体験をありがとうございました。

ひと夏の経験

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２３名参加
名参加

※１ 暑い中、長時間試合をしました。以前よりフォアハンドの攻撃、バックハンドのコースが上手くなって
いると思います。サーブの種類が増えて、プレー
（Ｍ様）
いると思います。サーブの種類が増えて、プレーの幅が広まっている気がしました。
※２ （Ｓさんは）いろいろな人とお話ができました。…卓球よりお話が大好きなようです。
（Ｎ様）
※３ バドミントン（手投げ）をやりました。後半は飽きてしまったようで、ボール遊びをしつつ走り回って
いました。
（Ｓ様）
※４ Ｋ君とバドミントンをしました。僕がしくじってもカバーしてくれて、とても嬉しく楽しかったです。
（Ｙ様）
パート４９
パート４９
この前
この前、なんとなく入った靴屋さんで素敵なスニーカーを見つけました。しかし、残念ながらそのスニー
カーは僕には少し大きく、サイズが合わなかったの
カーは僕には少し大きく、サイズが合わなかったのです。履けないほどではなかったので、妥協してそのス
ニーカーを買おうとしたところ、
「ちょっと待って
「ちょっと待ってください！」と僕を引き止める店員さん。
待ってください！」と僕を引き止める店員さん。
なんとその店員さん、そのスニーカーを取り扱っている別のお店を紹介してくだ
なんとその店員さん、そのスニーカーを取り扱っている別のお店を紹介してくださっ
くださったのです。
さったのです。
紹介して頂いたお店は、その店員さんが勤めるお店の姉妹店というわけでもなく、むしろ靴屋のライバルで
す。にも関わらず、その店員さんはお客である僕のためにそのお店を教えてくだ
す。にも関わらず、その店員さんはお客である僕のためにそのお店を教えてくださったのです。なんという
くださったのです。なんという
優しさ!!
優しさ!! 店員さんから頂いたこの優しさ、僕からみなさんにお裾分けしたいなと思いました。
店員さんから頂いたこの優しさ、僕からみなさんにお裾分けしたいなと思いました。
～チャレンジャーさん
チャレンジャーさん共々
さん共々、一緒に楽しく夏を乗りきりたいなと思いました。
共々、一緒に楽しく夏を乗りきりたいなと思いました。
県立保健福祉大学 吉成真人
《 本日 ８月２８
月２８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:
１１:１５ 手話コーナー・
手話コーナー・けがの確認・感想…
ディズニー体操（下）と手話ソング
と手話ソング（右）
１１:
１１:４０頃 解散
本日の担当者
チーフ・セッティングチェッカー：光太君
チーフ・セッティングチェッカー：光太君
継続・新規受付・説明：県大生・事務局
おしらせ
今後の予定
今後の予定です！
の予定です！
※変更９３回目
変更９３回目 ９／１８
９／１８（県立保健福祉大学決定）
１８（県立保健福祉大学決定） ９４回目 10／２３
10／２３（県立保健福祉大学決定）
／２３（県立保健福祉大学決定）
９５回目 11／
９６回目 12／１８
11／２７（県立保健福祉
２７（県立保健福祉大
立保健福祉大学予定）
12／１８（県立保健福祉大学予定）
／１８（県立保健福祉大学予定）
２０１１年

９７回目 １／
１／２９
２９（
９８回目
２９（県立保健福祉大学予定）
立保健福祉大学予定）
９８回目 ２／２６（
２／２６（県立保健福祉大学予定）
立保健福祉大学予定）
９９回目 ３／２６（
３／２６（タットン大会 県立保健福祉大学予定）
立保健福祉大学予定）
文責 佐藤一雄

