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お好み焼きこなごな
は.｢LINE公`式アカ

ウシト｣を始めました

毎月､お得な情報を
配信中▼なので.ぜ

ひ登録して下さい♪

謂催日程】 ①2022年11月5日(土)･6日(日)

②2022年2月18日(土)･19日(日)

相　　客】知的障かいへ自閉症の特性理解

支援に対する基礎知識･捉え方の視点
外出支援に必要な配慮や適切な支援方法

詞催場所】 NPO法人あくしす本部
(浜松市中区中沢町-69-1 6)　　回

申し込み】右のQRコードより.必要事項の入力
をお願いします｡
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あっとほ-む設立20周年
この度へ地域生活支援の家あっとほ｣むは設立20年目を迎えることができました｡ NPO法人あ

くしすの原点でもあるあっとほ｣む｡放課後等デイサ｣ビスというものが存在しない時代から保護

者の手で作り上げ､現在に至りました｡ 20年間､途切れることなく支援の輪を繋いでこられたのも

呆護者の方を始め､本当に多くの方の尽力あってのことだと感じています｡今まであっとほ｣むに
謁わってくださった全ての方に感謝の気持ちを申し上げます｡今後も立ち上げ当初の思いを引き

継ぎ､ "子ども達の第3の居場所''で居続けられるよう､時代の流れに寄り添いながら､支援の輪を

繋いでいきたいと思います｡
そして何より､あっとほ｣むという場を通して､人と人を繋いでくれた子どもたちにありったけの感

謝をこめて｡最高に楽しくて素敵な時間をあっとほ｣むで過ごしてくれて本当にありがとう｡



あっとほ葛むの沿革2002-2022
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ボランティア団的駒､ら使用してきた厨諏強引ヒもありへ長屋
を取り壊し現産の臨　2階があっとは-むの拠点となり､

新しJ悌殻での再出発となった.

蹄-寡確
小田史子鶉､酬神学生になって｡ま
[u血iko oda　　した｡下校時間が早い小学部の頃は､帰宅後

創設メンバ-　の時間力過ごせず.勅VA`園に連れて行った

あっとlま-む立ち上げのきっかけ
我が家の二男､惟人(ゆいと)は自閉症で

養護学校へ通っていました｡兄弟達は放課後
に学区の友達と-緒に遊んでいたのに惟人

には下蘭姿も土日も｣敬二遊ぶ友達もいませ

んでした｡当時I駒高､児の学童や放課後等

デイサ-ビスなどはない時代で.陸がしv7)あ

る子は､家と学校しか居場所がなくへ家族以

外の人と鞍する機会もほとんどありませんで

した｡家や学校以外の｢第3の居場所｣が地

或の中にあればいいな､いろいろな人と交流

する場所が欲しいなあと思っていました｡そ

れから親として広　いつか大人になる陸がい

のある惟人が育っていく姿を地域の人に見守

ってもらいたいという気持ちもありました｡

い児の支援とか指導というより､同じ学校の

友達やボランティアの大学生､親も含めた大
人と÷緒に遊ぶそんな時間を過ごしていま

した｡

2 0年目を迎えて

時が流れ社会擬勢も変わり､子育て支援の

制度やサ-ビスなども充実し､陸がいのある

子どもや親を取り巻く環境も大きく変わりま

した｡今でも放課後の居場所を必要とする子
どもたちがたくさんいることに, ｢自分たち

が作ったものは社会にとって必要なものだっ

た｣と実感しています｡また設立当時から掲
げてきたへ｢陸がいのある子どもにとっての

第3の居場所作り｣という思いに対し､今も

変わらずあっとは-むが｢第3の居場所｣と
してその思いを受け､支援者が子どもたちを

支援してくだきっている事､子どもたちが楽
しく過ごしている事を本当に嬉しく思います

し.作って良かったと感じています｡あっと

は-むは,本当に｢人｣が｢人｣を繋いでき

たんだと思います｡親だけではここまで子ど



箪鷺とほ-むに関わってくださった市からの

†村美幸
iyuki丁ake回り｢a
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らつとは--むi雪組捨っかけ

当時知人があっとは-むの支援員

二しており､存在自体は知っていま

〆た｡自分の仕事を探していた際､

ひ､霊地見つけ話を聞きに行っ

こことがきっかナです｡小田さんや

ぐ崎さんの話を聞き､ ｢障カ年､があ

)てもなくても住み慣れた地域で生

生きと過ごす｣という考えが素敵

ざなと感じたことと､保護者が子ど

の為にここまで頑張る姿が本当に
-ごいと感範を受け､自分にできる

_とがあれば協力したいと思いまし

日々を振り返って
子どもたちと過ごす日々は本当に

毎日楽しかったですし.自分自身も

楽しんでいました｡何より｢豪でも

学校でもない､安心した場所~諦美々

な人と過ごす｣とい3空間が好きで

した｡陸がいがあるからできないの

ではなく､苦手な音粉はサボ-トし

なから同じ時間を共有し､様々な経

験を通して子どもたちの成長を見守

ることか　自分自身の成長にも繋が

っていました｡

子どもたちの為に臆番近くで頑

張っているのが保護者の方だと思っ

ています｢寄り添う｣ということ

がどういうことなの力様々な経験を

通し､自身が親という立場になって
から分かることも多くありました｡

今でも大切にしているテ葛マではあ

りますか　さっと正解はなくて､自

分らしい寄り添い方を考え続けるこ

とが大切なんだと感じています｡

今はあっとは-むから離れてはい

ますか何かあれは力になりたいと

思っていますし､そう思えるのは立

ち上げた方々の思いに魅力を感じて

いるからだと思うので,最初にお話

を伺った小田さんや水嶋さんとの出

会いには本当に感謝しています｡

春繭夏子
atsuko Hondo

弛貝
006-

あっとは-むi葺寝た室っかけ

高校生の時から陸がい福祉に興

妹を持っていました｡大学のサ-
クルでも瞳がいのある子どもたち
.こ関わっていて､いつも身近に陸

がい福祉の世界がありました｡偶

々手に取ったフリ-ペ-パ-に掲

載されていた子どもたちとス�ﾈ5ﾀ
フの姿がとても楽しそうで問い合

わせたことがきっかけです｡

日々を振り返って
あくしすに入社してからほとん

どの期間をあっとは-むで過ごし

たくさんの子どもたちを見てきま

した｡どの時代のあっとは-むも

楽しく､面白いと感じることばか
りでした｡児童期は子どもの成長
もめまぐるしく,幸いことへ大変

なこと､不安も多くある時期かと

思います｡その大切な児童期をご

家族と共に長い目で関わらせてい
ただき､成長を臆緒に共有でき､

卒業を見届けられたことを本当に

嬉しく思っています｡長い間見て
もらってありがとうという言葉を
いただきます力¥こちらこそ長く

関わらせてもらってありがとう､

目の前で成長していってくれてあ

りがとうという気持ちでいっぱい
です｡

｢子どもたちにとって仲間と過

ごす第3の居場所｣という立ち上げ

当初の親御さんの思いをきちんと

理解し､困りごとや悩みに寄り添
いながらへ　あっとは-むの役目を

引き継いでいってもらえたらと思
っています｡

山下文彦
｢u血ihiko Ya調ashita

利用者保謹書
2003･-2015

着帽臆を振り返って
あっとは-む力尊台まって間

もなく､小学校1年生の夏頃

飯屋尚美
‖ao血i lio

利用者保謹菩
2008一-202 i

あっとは-むの郎泉
スケツ7の万力楽しそうにLて

いる姿にとても惹かれました｡

活動内容も｢学校帰りにそんな
ところ行ったの?!｣と思うこ

とも多く､家族では-緒に行け

る機会が少ない場所にたくさん

連れて行ってもらえたと感じ

ています. ±た､ス�ﾈ5ﾈ7H,ﾉ_ｰ

から｢○○ができましたよ!｣
と報告を受けへ　そんなこともで

きるようになっていたんだと驚

く場面もありました｡家庭では

なかなか劫腫れてもらう機会も

作れなかったりするのですごく

ありがたかったです｡あと､あ

っとは-む繋がりでヘルパ-さ

んと-緒にお出かけする機会も

でき､本人もすごくたのしみに

していました｡ (写真はヘルパ
葛が撮影したものです<∧)

本人から言葉で気持ちを聞く
ことは難しかったですが､何よ

り人が大好きだったので皆と
-緒に過ごす空間はとても楽し

かったと思います｡今はあっと

は葛むを卒業しました力¥今後
も変わらぬお付き合いができた

らと思っています｡

岩崎由美
Y間oi i9asaki

利用者保謹書
2012へ

あっとは-むi墓寝た室っかけ

家から近かったことが二番の

理由でした｡放課後等デイサ-

ビスという仕組みはあったもの

の　当時中区日±±だ少なこく

兄弟もいたので小1からの利用

を薦められました｡見学時､ス

タッフの方の印象が良かったこ

と､スタッフにきちんとしたノ

ウハウがあると感じたことへ何

より環境の変化に弱いはずの娘

力すんなり建物内に入りへ皆と
-緒にホットケ-キを食べてい

たことが印象的で来所を決めま

した｡

あっとは-むの印象
スタッフの方は

いい人ばかりで､



峠佐憲子
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日々を握り返って

高塚悦子
各ts血○ ○akatsuka

ボ5多7F辞7
2002･-

韓ランチイブに来たきっかけ

最初は人側こ立つことができた
らいいなと思っていました｡中日新

説であっとは-むの記事を偶然読ん

で問い合わせをしました｡

2 0年魯振り返って

今まで陸がいのある子どもたちと

関わったことがなかったので.どの
ように理解したらよいのか対応の

仕方に戸惑いました｡理解したいと
いう気持ちから､未就学児の適所施

設にもボランティアへ参加し､陸が

いへの理解を自分なりに深める取り

組みもしてきました｡

島田真澄
格asu鵬§himada

学笹ボランテ脅5?
2014･-2018

ボランティア臨調りきっかけ
あくしす建替え瞭大学へ

〇時移転した際にサ-クルを

設立しました｡

最初は戸惑いもありました

か関わる中で楽しくなって

｢醸討究諜芽甥こ
参加し｢人との繋がり｣の重要
さを惑じるようになりました｡

大学生になった時に社会福祉協

議会の方の支援もあり､ボラン
ティアサ-クルを立ち上げまし

た｡

水嶋裕久
Hi○○hisa

肌をusaki

創設メンバー
(副理事長)

設立のきっかけ
2 0年前､静岡県には瞳がい児の

ための放課後活動の場も帝膿もあり

ませんでした｡私たち保護者有志で

始めた｢あっとは-む｣か静岡県
で初めての民設民営の放課後施設と

なりました｡学校でも家庭でもない

第三の居場所として､地域の中で心

豊かな放課後を過ごさせてあげたい

との思いでしたね｡

運営について
お手本がなかったので､スタッフ

や保護者みんなで考えながらすべて

が手探りでした｡最初のころは,静

岡大学の学生たちがよくボランティ

アで来て(れました｡ #に何Z)支援

をするとかではなく､みんながその

空間で一緒に楽しく過ごしていたと
いう印象です｡彼らにとっても居心

平成1 8年に国の帝膿となるタイミ
ングで､ =PO法人化しました｡

2 0年且を浬えて

ここまで何とかやってこられたの

も､ス�逖7H.(+)y駅�*(+ﾘ+�*(,H* 

る保護者の皆さんへそして支えてい

ただいたボランティアや地域の皆さ

んに恵まれていたからだと実感して

います｡関わっていただいた全ての

皆さまに感謝ですね｡ありがとうご
ざいます｡



ブリ葛ンノ-トは､いき･ ･ ･

あ( L vh11号で新拠点が完成Lt=71/->ノーh./半年t=>た4.
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土づくりにこだわり､

化学肥料や思案を
使わず有機質肥料
で野桑を作っていま

Z]規整圏

す｡今年は.九条ネギへシシトウの

栽培にチャレンジしています｡

′ソ栽培は鯉続して取り組んでい

Eす｡こな.こなでは.夏季限定の->
/玉で使用し好評いただいていま

｢｡こだわりの土で作ったシソを

i^?*T(,=O±l`.


