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今年度も 4 万円頂きました!!

第8回
い

NPO・市民活動見本市に参加＆まるごと松戸ファンド 2011 3 位
2011 年 3 月５日(土)にまつど市民活動サポートセンターにて「第 8 回 NPO・市民活動見本市」と「まるごと
松戸ファンド 2011・公開審査会が行われ参加してきました。
「見本市」は日頃の
活動を発表する場。
「まるごと松戸ファ
ンド」は市民活動団
体にお金を助成して
くれるんだ。

召田と岩井でネームシールを作り、販売しました。
沢山の方に興味を持っていただきました。

今年の活動日程

新井と浦島で審査会に参加し
りませんでしたが 3 位になり

＊バザー＊

8月6日

今年も各種バザーに出店予定

FC ゲーム大会(詳細は裏)
（詳細は↓）

FC サマーキャンプ 2011
12 月

4 万円を頂きました。
ｐ

日程がまだ決まってないものも多いですが、ぜひ遊びに来てね

＊イベント＊
9 月 3 日～4 日

3 年連続 1 位とはな

＊定例会＊

私達メンバーは毎月一回
11 月松特祭（松戸特別支援学校） 「ふれあい 22」で定例会を
龍澤祭（淑徳大学文化祭）
行っています。日程等は、

FC クリスマス会

第二小祭り

2月

FC ウィンターキャンプ 2012

3月

FC お楽しみ会

HP や掲示板でお知らせしま

（松飛台第二小学校）
2月

す。

松特であそぼ（保護者企画）

＊各イベントの詳細は 1～2 ヶ月前を目
処にお知らせします。

日程

2011 年 9 月 3 日（土）～4 日（日）
午前 10 時集合

午前中解散

場所

千葉県立手賀の丘少年自然の家

内容

ドッヂビー 室内ゲーム

＜規模＞
障がい者

8 名程度

ボランティア

15 名程度

楽楽楽楽 しい 一泊 をををを
過ごそ う

０
今夏もやります！まるごと松戸ファンド 2011 助成事業

FC では「FC サマーキャンプ 2011」に参加して
いただけるボランティアさんを募集中です。
内容

生活介助（食事

入浴

就寝介助）

活動介助
8 月 28 日（日）にふれあい 22 で全体ミーティ
ングを予定してます。
詳しくは新井まで連絡ください。

Let’s 体験 2011 受け入れ企画決定
メ ンバー大 活躍 した よ ！

5 月 22 日に千葉県総合運動場で「平成 23 年度
千葉県障害者スポーツ大会」が行われ FC メンバー
からスラロームに 3 人出場しました。

まつど市民活動サポートセンターが主催する
「Let’s 体験 2011」の受け入れプログラムが決定
しました。
「室内ゲームをしよう」

中村

賢人

3位

7 月 31 日

小林

愛

2位

8月6日

金賀

勇一

1位

＊詳細はまつど市民活動サポートセンターにお

全体ミーティング
ゲーム大会

問い合わせください。

東日本大震災を受けて＆応援メッセージ
3 月 11 日午後 2 時 46 分

私達が今までに経験したことが無い大震災が起こってしまいました

そこでメンバーの皆さんにメッセージをもらいました。
震災時は自宅で横になっていました。突然の揺れに驚き
3 月中は「いつ 関東に大地震が来るのか」おびえながら
生活をしていました 地震による原発事故・強い余震が
まだ続いています 復興に時間がかかると思いますが「必
ず・・できる」と信じ 頑張って。 新井
地震時は自宅で PC を
していました。まさかこんなに
大きな地震が来ると思いません
でした。今現在も放射能問題も
ありますが、元気に一日でも早く
元の生活が送れるよう応援して
います。
召田

震災時は職場でお茶を飲んで
いました。これはすぐにおさまるなーと
思いましたが徐々に大きくなってすごく
びっくりしました。私達は元気です。
避難している方も身体をこわさないように
頑張ってくださ い。 岩井

一日も早い
復興・再建を
願っています。
FC 一同

３月１１日に東北沖地震があった時間は
僕はまだ事業所に行っていたので大きな
地震が来るとは思いもしませんでした。
ゆれるのが長かったので事業所の外の駐車
場にいました。あんまりあんな大きな地震
は起きないでほしいと思いました。中村

私は、通所している園で、地震に会
いました。今まで経験したことない
強い揺れと長さに驚きました。被災
地は、地震と津波で現在もがれきの
山となっています。 それに加え、
原発事故もなかなか解決しません。
一日でも早くもとの生活に戻れる
ように 対策をしっかり考えても
らいたいと思います。
浦島

私は現在社会人で、震災が起きたときはまだ学生で学校から帰宅
する途中でした。後々ニュースを見てこんな大変なことになるな
っているなんて想像もしていませんでした。被災地の方々が１日
でも笑顔で生活ができる日が来るのをお祈りしています。小林

丈のハワイ旅行記

震災が起こる 1 週間前の 2 月 28 日～3 月 4 日に親子でハワイ
旅行に行ってきました。そのときの様子をご紹介します。

今回は 3 泊 4 日という短い期間ではありましたが
海に

買い物に

市内観光にと楽しんできました。

街中を歩いていても障がい者の観光客が多く見られ
随所での対応も非常に良くしてくれました。
左は市内観光を案内してくれた人と

右は海でラン

ディーズという車椅子に乗っているところです

編集後記

（お疲れさんのつぶやき）

3 月 11 日の「東日本大震災」 私達が体験したこともない揺れと原爆事故 一生忘れられることのできない出来事と
なりました。 そんな中で私達が活動できていることに 日に日に感謝するようになりました。 そんな思いを大切に活
動していければと思います。（新井）

