
-+++++++*-６月アンガージュマン日程 

様々な若者や、学習支援を受ける子ども達が利用し始めています。刺繍、パソコン、ビデオ、ゲー 

ムに興じたり、奥の学習室では、数学や理科・・・、中学生の勉強が始まっています。 

もちろん、土曜日は未来とウィルの定例会が。さあ！ 何を求めてアンガージュマンへ？   

月月（（ＭＭｏｏｎｎ））  火火（（ＴＴｕｕｅｅ））  水水（（ＷＷｅｅｄｄ））  木木（（ＴＴｈｈｕｕ））  金金（（ＦＦｒｒｉｉ））  土土（（ＳＳａａｔｔ））  日日（（ＳＳｕｕｎｎ））  

  

  

      ※※  

１１  
フフリリーーススペペーースス  

  

学習支援  

２２  
フフリリーーススペペーースス  

●●パパソソココンン講講座座  

学習支援  

３３  
フフリリーーススペペーースス  

  

学習支援 

４４  
フフリリーーススペペーースス  

●●PPCC ププロロググララ

ミミンンググ講講座座  

学習支援  

５５  

  

PPmm11 未未来来  
PPMM７７NNPPOO 理理事事会会  

６６  

  

      

  

７７  
フフリリーーススペペーースス  

  

学習支援  
      

８８  
フフリリーーススペペーースス  

  

学習支援 

      

９９  
フフリリーーススペペーースス  

●●パパソソココンン講講座座  

学習支援 
  

PPMM77 事事務務局局会会議議  

１１００  
フフリリーーススペペーースス  

  

学習支援 

  

１１１１  
フフリリーーススペペーースス  

●●手手話話講講座座  

●PCプログラミ

ング講座 

学習支援  

１１２２  

  

PPmm11 ウウィィルル  

１１３３  

  

ＰＰＭＭ１１  

NNPPOO 総総会会  
シシンンポポジジュューームム  

11４４  
フフリリーーススペペーースス  

 

学習支援 

 

11５５  
フフリリーーススペペーースス  

 

学習支援  

11６６  
フフリリーーススペペーースス  
●パソコン講座 

学習支援 
  

11７７  
フフリリーーススペペーースス  
●●ｱｱｸｸﾘﾘﾙﾙ  
たたわわしし講講座座  

学習支援  

11８８  
フフリリーーススペペーースス  
●PC プログラ

ミング講座 

学習支援  

11９９  

  

PPmm11 未未来来  

２２００  
  

２２11  
フフリリーーススペペーースス  

 

学習支援 

  

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  

※ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 

無料体験 

学習支援  

２２３３  
フフリリーーススペペーースス  

●パソコン講座 

※ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 

無料体験 

学習支援  

２２４４  
フフリリーーススペペーースス  

※ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 

無料体験 

学習支援  

２２５５  
フフリリーーススペペーースス  

●PC プログラ

ミング講座 

学習支援  

２２６６  
PPMM11::3300 カカウウンンセセ

リリンンググ講講座座  

PPmm５５  

カカレレーーのの会会  

２２７７  
学学習習支支援援体体験験  
１１３３時時～～１１５５時時  

ＰＰｍｍ３３  

父父親親のの会会  

２２８８  
フフリリーーススペペーースス  

 

学習支援  

２２９９  
フフリリーーススペペーースス  

 

学習支援  

３３００  
フフリリーーススペペーースス  

●パソコン講座 

学習支援  

  

  

※※  

  

  

※※  

  

  

※※  

  

  

    ※※  

●●ははﾌﾌﾘﾘｰーｽｽﾍﾍﾟ゚ｰーｽｽのの講講座座でですす    ※※詳詳細細はは TTEELL 等等ででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

                                                                                                    

体体  験験  デデ  ーー    《《  学学  習習・・ｶｶｳｳﾝﾝｾｾﾘﾘﾝﾝｸｸﾞ゙  》》  
  

「「ももっっとと学学習習ししたたいいんんだだけけれれどど！！」」    「「隣隣のの人人とと仲仲良良くく自自分分をを理理解解ししててほほししいい！！！！」」  

「「学学習習へへのの不不安安ははあありりまませせんんかか？？」」  「「人人ととのの関関係係にに不不安安をを抱抱ええてていいまませせんんかか？？」」  

私私たたちちはは日日々々、、様様々々なな思思いいをを持持っってて生生活活ししてていいまますす。。ででもも、、動動きき出出すすここととにによよっってて人人はは変変わわっってて  

いいききまますす。。私私たたちち、、アアンンガガーージジュュママンンははそそうういいうう人人たたちちののおお手手伝伝いいををししたたいいとと思思いいまますす。。  

「「塾塾」」やや「「予予備備校校」」のの名名はは聞聞ききまますすがが、、ここここはは““学学習習支支援援””でですす。。  

「「相相談談」」はは耳耳ににすするるとと思思いいまますすがが、、ここここはは““カカウウンンセセリリンンググ””でですす。。  

そそここでで、、体体験験ししてていいたただだきき、、学学習習支支援援でで『『学学習習すするる楽楽ししささ』』をを実実感感しし、、  

カカウウンンセセリリンンググでで『『自自分分自自身身をを知知るる』』解解放放感感をを手手ににししててくくだだささいい。。  

    ●●学学習習支支援援体体験験          ６６月月２２７７日日（（日日））・・７７月月４４日日（（日日））・・７７月月１１１１日日（（日日））  １１３３時時～～１１５５時時    

                                                          体体験験授授業業料料  １１教教科科１１時時間間  １１００００００円円  

    ●●カカウウンンセセリリンンググ（（無無料料））体体験験    ６６月月２２２２日日（（火火））・・２２３３日日（（水水））・・２２４４日日（（木木））  １１００時時～～１１５５時時  

□□ごご希希望望のの方方はは、、TTEELL でで予予約約ををおお願願いいいいたたししまますす                    

    

アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  TTEELL//FFAAXX  ００４４６６－－８８００１１－－７７８８８８１１  

  

２２００００４４（（平平成成１１６６））年年６６月月１１日日発発行行    発発行行責責任任：：小小柳柳良良    編編集集責責任任：：滝滝田田衛衛  

 

   ＮＰＯ法人通信 No.４ 

アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
  

アアジジササイイのの咲咲くく季季節節をを迎迎ええ、、恵恵みみのの雨雨をを待待つつ今今日日・・・・・・。。「「止止ままなないい雨雨ははなないい」」、、私私たたちち人人間間がが抱抱

ええるる課課題題はは、、解解決決ししなないいここととははあありりまませせんん！！？？  とと言言ううチチョョッッピピリリ勇勇気気ををいいたただだけけるる梅梅雨雨にに感感謝謝ししなな

ががらら、、私私たたちちアアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかかはは、、元元気気にに総総会会をを会会員員とと共共にに迎迎ええまますす。。  

  

  

  

  

  

  

代表挨拶 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                        

                                                                                                                      

 

数年間家族としか会話していない若者が坂を上ってやってきました。「ここには君を

傷つけたり裏切る人間はいないしいつでも来たいときに来ればいい。そしてご家族の

方もどうぞ。」 

私たちの基本的な姿勢です。夜でも休日でも私たちは待っています。 6月13日は

初めての通常総会です。アンガージュマンの活動と展望を報告します。 

そしてパネルディスカッションには私たちと志をおなじくする仲間が立場を超えて参

加してくれます。私たちの言葉が不登校やひきこもりという現象を理解する一助にな

れば幸いです。当日お会いしましょう。          小 柳  良 

            開開設設記記念念講講演演会会テテーーママ  

                                                            

  

  

  

 ～～講講演演ととパパネネルルデディィススカカッッシショョンンのの集集いい～～  
講講演演会会でではは、、武武藤藤啓啓司司ささんんににおお話話いいたただだききまますす。。武武藤藤ささんんはは、、横横浜浜でで１１００年年間間、、民民間間

NNPPOO でで LLDD やや自自閉閉症症等等のの子子どどももたたちちののフフリリーーススククーールル園園長長でですす。。元元はは東東京京都都でで小小学学校校のの

先先生生ををししてていいままししたた。。ままたた、、３３年年前前よよりり神神奈奈川川県県ととのの共共同同事事業業「「リリロローードド（（ひひききここももりり支支援援））」」

のの代代表表でですす。。パパネネルルデディィススカカッッシショョンンでではは、、元元児児童童相相談談所所福福祉祉士士・・関関内内メメンンタタルルククリリニニッックク・・

カカウウンンセセララーーでで、、現現在在愛愛知知県県立立大大学学助助教教授授のの長長谷谷川川俊俊雄雄ささんん（（アアンンガガーージジュュママンン・・ススーーパパーーババイイザザ

ーー））のの司司会会でで、、子子どどももやや若若者者のの様様々々なな支支援援現現場場のの話話ををししまますす。。武武藤藤ささんんもも入入っってて、、保保健健所所・・

学学校校・・親親のの会会ななどど等等・・・・・・。。最最後後はは当当事事者者ががままととめめをを話話ししててくくれれまますす。。  

別別添添ののチチララシシををごご覧覧ににななっってて、、ごご参参加加くくだだささいい！！！！  



 

  

 

  

  

  

  私私たたちちはは二二つつのの支支援援、、フフリリーーススペペーースス支支援援とと学学習習支支援援、、をを用用意意ししてていいまますす。。現現在在、、フフリリーーススペペ

ーーススをを何何ららかかのの形形でで利利用用ししてていいるる子子どどももがが４４人人、、青青年年がが６６人人いいまますす。。ももちちろろんん、、一一人人ひひととりり使使いい

方方がが違違いいまますす。。でですすかからら、、フフリリーーススペペーーススよよりりもも学学習習をを中中心心にに組組みみ立立てててていいるる中中学学生生ももいいてて、、

遅遅いい時時はは夜夜６６時時過過ぎぎままでで勉勉強強ししてていいまますす。。刺刺繍繍ををすするる子子ががいいれればば、、PPCC をを学学ぶぶ人人ももいいまますす。。  

  夕夕方方のの５５時時以以降降はは、、学学習習支支援援がが始始ままりりまますす。。小小学学生生がが２２人人、、中中学学生生がが３３人人、、高高校校生生がが１１人人、、  

                                                                時時折折、、通通信信制制高高校校のの生生徒徒がが来来てて学学習習もも。。  

                                                              

左左のの写写真真のの風風景景でで個個人人指指導導のの学学習習支支援援  

                                                    がが進進んんででいいまますす。。「「学学習習はは苦苦手手！！」」とと  

                                                                      言言っってていいたた子子どどもももも、、顔顔をを紅紅潮潮ささせせ  

てて「「分分かかっったた！！」」とと。。私私たたちちがが一一番番  

ううれれししいい瞬瞬間間でですす。。講講師師のの大大学学生生  

はは、、下下調調べべををししななががららもも、、子子どどもものの  

状状況況にに合合わわせせてて臨臨機機応応変変にに指指導導をを  

変変ええ、、子子どどもものの喜喜びびのの声声にに満満足足ししてて・・・・・・。。  

ススタタッッフフはは「「学学習習ししたたいい子子、、集集ままれれ！！」」のの気気持持ちち  

                                                        でで皆皆ささんんをを待待っってていいまますす。。来来てて見見てて体体験験ししてて！！！！  

  

  

              相相談談はは突突然然にに！！ ででもも相相談談ししたたいい時時がが大大切切なな時時 
    夜夜ののフフリリーーススペペーーススににはは、、いいろろいいろろなな人人がが集集ままっっててききまますす。。  

右右ののよよううなな風風景景がが毎毎日日ののよよううにに広広ががりりまますす。。時時ににはは、、  

学学習習支支援援のの終終了了をを待待つつ、、小小ささなな子子どどももをを連連れれたた  

親親子子のの姿姿ががあありり、、心心がが和和むむ瞬瞬間間もも・・・・・・。。  

  特特にに「「話話ししたたいい」」「「相相談談ししたたいい」」、、そそうう思思うう人人  

のの気気持持ちちをを私私たたちちはは大大切切ににししたたいい、、とと。。  

  ススタタッッフフはは、、電電話話ででもも、、来来所所ででもも、、ででききるる  

限限りり対対応応ししよよううとと、、そそののととききをを大大切切にに待待っっ  

てていいまますす。。相相談談ススタタッッフフのの吉吉本本はは、、いいくくつつ  

かかのの相相談談をを次次ののよよううにに語語っってていいまますす。。  

    相相談談のの場場面面かからら  
  「「ひひききここももりりのの子子どどもものの行行くく末末、、将将来来へへのの  

迷迷いいのの相相談談がが第第一一でですす。。高高齢齢化化すするる親親ゆゆええにに。。  

経経過過ととししててはは、、大大学学在在学学中中にに、、そそししてて中中退退後後ののひひ  

ききここももりり、、ああるるいいはは小小中中学学校校時時ののいいじじめめ経経験験かかららのの  

ひひききここももりりななどど等等。。ひひききここももりり後後、、精精神神的的不不安安感感かからら通通院院ししてて  

いいるる人人たたちちががいいまますすがが、、薬薬処処方方へへのの不不安安やや迷迷いいをを感感じじささせせらられれるるここととももあありりまますす。。ひひききここももりりのの

当当事事者者とと話話しし生生活活ををししてていいるるとと、、物物事事にに丁丁寧寧なな若若者者ででああっったたりり、、人人ととのの関関係係へへのの努努力力ををししてていい

るる若若者者ででああっったたりり・・・・・・とと。。特特にに共共通通ししてていいるる若若者者のの姿姿ととししててはは、、母母親親のの苦苦労労をを心心配配すするる言言葉葉をを

聞聞くくここととががででききたた時時ににはは、、心心にに詰詰ままるるももののをを感感じじててししままいいまますす。。」」とと。。「「そそののままままのの貴貴方方でで、、社社会会

にに居居場場所所ははああるるははずず、、ゆゆっっくくりり、、ややろろうう！！」」、、相相談談担担当当のの吉吉本本かからら当当事事者者へへののメメッッセセーージジでですす。。  

ウウィィルル・・よよここすすかか（（ひひききここももりり親親のの会会））のの定定例例会会よよりり  

  

５月８日 12 名の参加で会が行われました。 

その中で 4 月の例会では動こうとされていなかったお子さんがアンガージュマンに足を運ぶ様に

なり、少しずつ前向きになってきましたという話が 2 名の方から出ました。うれしい報告です。当事

者の内でどうどう巡りする思い。人に接し、新たな空気に触れる事で、出口の見えない迷路の先に

一点の光を見出し、空気の動きが風となり、心の内が交通整理されれば・・・。そのきっかけがイン

ターネット上の人だったり、病院の先生、昔の友人だったり・・・そして、ウィルやアンガージュマンも

その一助となれれば。一人でも多くの人がそのきっかけと巡り逢ってほしいと願います。 
学習支援風景 

 
人は誰でも迷い、悩み、自分探しをしているのでしょう。充分悩んだ子供達！卑屈にならないで、

自分の生を喜べる様、生を彩れる様・・・親の願いです。そして、私自身もそうありたいと思います。 

それから、子どもからの暴力についても話が出ました。いつまでも続くものではないと別の経験者

からの話。暴力は親や周辺にではなく自分自身どうしていいか身の置き所が分からなく、自身に向

けての事である。周りが追い込めばハズミで刺す事もあるかもしれないが、それで親を殺そうと思

っているのではないという話もお聞きしました。 

 当事者や家族の辛さ。経験者にしか分からない辛さ。会ではきだし、考え方のアドバイスをもら 

い、少しの元気をもらって、もう少しやってみましょう。そんな会があった事に感謝し、これから 

もかかわらせて頂きたいと思います。                （ウィル運営委員：ＫＨ） 

 

ボランティアグループ未来（不登校・高校中退親の会 

 

 

 

 

中学にほとんど行かなかった子どもが高校へ進学。 

さて、本当に通えるのだろうか。信じたいし、ぬかよろこびは怖いし、そんな心持ちで眺めているうち 
 夜のフリースペース 

             

 

に、不登校がウソのような積極的な高校生活を送っている。むしろ楽しんでいるような現実をプレゼ 

ントされて…。定例会を通して変化してゆく様子を聞かせてもら 

いながら、確実な成長を感じます。 

   節目はきっかけにはなりますが、何よりも、心という内側の 

成長が、あるラインを満たしたとき子どもは動き始めるのだと 

思います。それぞれに、生きる力は持っています。外からのい 

ろいろな影響ではなく、生まれながらに持ち合わせた感性のよ 

うなものが、個性を形成する中で、不登校という選択をしただけ 

のこと。そんな心の動きを、見守ってくれる家族の温かさの中 

で安心して暮らせることが、何よりだと思います。 （未来事務局長：三浦恵子） 

    

 おお誘誘いい！！！！  

私学フェアー ７月１９日（月・海の記念日） パシフィコ横浜 
１０月の「進路相談会」へ向けて、未来では神奈川県私学協会が主催する私学フェアーに 

出かけます。この機会に、お子さんの進路を心配されている方、一緒に出かけませんか？ 

 ご一緒される方は連絡をください。定例会の時でもOKです。 

未来ホームページ http://www.ysc-unet.ocn.ne.jp/hp/mirai/index.htm 


