このニュースレターは、毎年関係者の皆様にお出ししています。
今年は、「第 10 回きょうちゃん便り」となりました。

なぜ オロナミン C なのか？
僕は、オロナミン C を、寄宿舎から自宅に帰る金曜日に買います。それを月
曜日の朝まで「とっとーと」して、学校の駐車場で飲み干します。飲み干す？
と言うのは ニュアンスが違いますが、つまり、このように↓↓ 飲みます。
1 本につき、まぁ 1 時間はかかりますね ～ なぜなのぉー？？
ぉー？？

①キャップをあけま
す 右左 上下 腕を上げ

②まず、キャップを
なめる

第 10 回 きょうちゃん便り
こんにちは！ 梶川京祐です

④おおっとぉー
飲む！ と みせかけて

③なめた分
をもどす…

る ねじるの儀式あり

⑤もどす…

こんな カンジ

⑥唾をためているところ
オエッオエッ と 言っている

⑦ちょっと きゅう
けい

④～⑨をくり
かえす・・・
適当にご想像
ください

武雄のおばあちゃんの「傘寿祝い」に出席しました！ 平成 24 年 3 月
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●ご無沙汰しております。皆さまお変わりありませんか？
●僕は、うれしの特別支援学校の高等部 3 年生になりました。
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「思春期の一時期の事と思いたい」
祈りむなしく、きょうちゃんは一年間パニックの連続でした。真夜中に叫びながら飛び起
き、親に噛みつき、自分を噛み、自分の頭を叩き、静まらない。朝まで寝ない。6 キロ
痩せる。何が彼をそうさせるのでしょうか・なぜここまで苦しまなければならないのでしょう
か。夜は女房と交代で寝ました。いつ家を出ていくか分からないからです。木附京子
先生（整肢学園）に診察して頂き、学校でコンサルテーションを行って頂き、大変改善
してまいりました。親のどんなに深い愛情をもっても、それだけでは叶わない。専門家の
力をつくづく感じたこの頃です。感謝申し上げます。 平成 24 年 6 月 15 日（金）

高等部 2 年の時に、少し（かなり）調子を崩していましたが、今
はまた元気になりました！。調子が悪い時は、フラッシュバック
という症状がでたり、パニックに襲われ 自分の頭をゴツゴツ叩
いたり、そばにいる人に噛みついたりしました（したそうです）
。
（噛みついたりしたことを、僕自身は良く覚えてないのですが）
被害に合われた皆様には、たいへん申し訳なく思います。
●きらいにならないでネ

これからも宜
これからも宜しくお願
しくお願いします。
いします。

http://www.nature21.net/kyousuke/
「きょうちゃん」のひみつ日記 もよろしく
過去のニュースレターも掲載しています（ダウンロード可）
パパ→ 梶川 泰弘 suzuran@nature21.net

ことしは！

最後の
最後の

走った（笑)

きょうちゃんの抜け出し事件

運動会

パトカー編

今まで、警察
警察のお世話になった
事件（笑）を（親の記憶あるうちに）
警察
一覧表にしようと思い作成しました
警察と皆様のおかげで無事でした 今後も（お世話に なりたくはないの
ない
ですが ...なにかありましたら）よろしくお願い申し上げます。

平成 24 年 5 月 26 日（土） 佐賀県立うれしの特別支援学校
よ～い どん
すたこら さっさ

⑥ 平成 24 年 4 月 27 日（金）きょうちゃん 17 歳（パパ 東京出張で不在
の時）夜 8 時 30 分頃 自宅から裸足で抜け出す＝3 夜 11 時頃 北部バイ

ほいさっさ

パスのラウンドワンスタジアム佐賀店のボーリング場にいるところを、
警察官に見つけて頂く。
（自宅から距離にして約 15 キロ）
いつもながら警察が自宅に来てくださるのが早いことに、
安心・感心させられる ほんとにすみません<m(__)m>
うれしの特別支援学校

⑤ 平成 23 年 10 月 29 日（土）きょうちゃん 17 歳

「とっぴーちゃん」

（パパ うれしの特別支援学校「とうせん祭」打ち上げで不在）夜 10

3 人中だが 3 位入賞 おめでとーっ！

ここで一句

あくびも出 るさ ぁ
寝 てな いし

時 30 分頃 自宅からこっそり抜け出す＝3 夜中 1 時 30 分頃
北部バイパス付近のカラオケ店ナイスディにいるところを、
警察官に見つけて頂く （自宅から距離にして約 14 キロ～15 キロ）
④平成 13 年 きょうちゃん 7 歳 武雄町川良の池田さん宅前で
忽然と姿を消す。おばあちゃんが、車のカギを池田さんに届け
た ただそれだけの、時間にして十数秒のこと。警察と、川良
A コープほかお店を中心に探す。武雄バイパス沿いのセブンイ
レブンにいるところをママが確保！いきつけのセブンイレブ
ンであった。（距離にして約 5 キロ）途中には踏切もあり、良
く無事であったと思うと同時に、ぞ～っとする。
③平成 12 年 きょうちゃん 6 歳 南多久の保育園のお友達の家で遊んで
いて、突然姿を消す。警察と桃農園や山を探し回り、みんな ヘトヘト
になる。県道の標識に捕まって遊んでいるところを、偶然通りかかっ
た保育園の保母さんに捕まえてもらう！（距離にして約 3 キロ）
警察官のひと言→「おかあさん 目を離さないでくださいねっ」
②平成 12 年 きょうちゃん 5 歳 佐賀市本庄の「溝上薬局」で買い物を
し、レジで支払い中、隣にいたはずの きょうちゃん が いない！
いない！
交通量の多い南部バイパス沿いを警察と必死に探す。約 1 キロ先の
「宝うどん」で、いなり寿司を食べているところをママが確保。
いきつけのうどん屋さんであった。

① 平成 12 年 きょうちゃん 5 歳 初の行方不明 昼自宅からこっそり抜
け出す ＝3 ＝3 ＝3 近所の皆様にも手分けして探してもらう。
川副町の田んぼで川に石を投げて遊んでいるところを、畑仕事をして
いた方の通報により確保して頂く。泥だらけの足でパトカーに乗って
いた…警察官のひと言→「おかあさん 叱らないでくださいね」
↑お昼ご飯を、井手先生・熊谷先生と食べる
（今年も
今年もゆめランチの
ランチのお弁当ご
弁当ご注文有難
注文有難う
有難うございま
ざいました）

●以上、警察のお世話になったのは 6 件でした。次回のきょうちゃん便り
では、
「警察のお世話にならずにすんだ 抜け出し事件」を紹介します！

