
８月アンガージュマン日程 

夏夏真真っっ盛盛りり！！  フフーー。。夏夏休休みみ中中もも、、フフリリーーススペペーースス・・学学習習ササポポーートト、、続続いいてていいまますす。。ででもも、、１１２２日日かからら  

のの１１週週間間はは、、アアンンガガーージジュュママンンもも一一休休みみ・・・・・・夏夏休休みみでですす。。ごご了了解解下下ささいい。。フフリリーーススペペーーススのの講講座座もも少少しし  

ずずつつ充充実実ししててききままししたたののでで、、時時間間をを含含めめ紹紹介介ししままししたた。。学学習習ササポポーートトもも９９月月にに向向けけ、、後後期期のの夏夏期期講講座座  

をを開開設設ししまますす、、夏夏休休みみのの宿宿題題等等完完成成ににごご活活用用下下ささいい。。                            ※※印印はは閉閉室室のの印印でですす 

月月（（ＭＭｏｏｎｎ））  火火（（ＴＴｕｕｅｅ））  水水（（ＷＷｅｅｄｄ））  木木（（ＴＴｈｈｕｕ））  金金（（ＦＦｒｒｉｉ））  土土（（ＳＳａａｔｔ））  日日（（ＳＳｕｕｎｎ））  
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※※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。。予予約約ななどどももどどううぞぞ！！                                            

ここのの夏夏おお勧勧めめのの  映映画画鑑鑑賞賞会会  出出かかけけてて見見まませせんんかか？？  
そそのの１１      入入場場無無料料、、ごご紹紹介介でですすののでで、、ごご自自由由にに鑑鑑賞賞下下ささいい  

「「ささままちちゃゃれれ  泣泣かかなないいででママンンドドリリンン」」  

      日日時時：：８８月月６６日日（（金金））１１５５：：３３００（（開開場場１１５５時時））～～１１７７時時      場場所所：：ははままゆゆうう会会館館  

      内内容容  いいじじめめにに遭遭っったた少少女女ののチチャャレレンンジジ  一一人人のの人人間間ととししてて  ここののままままののわわたたししをを  

むむかかええててくくれれたた  そそのの笑笑顔顔かからら  わわたたししはは勇勇気気ををももららっったた・・・・・・・・・・  

そそのの２２      みみんんななでで見見にに行行ききままししょょうう！！  前前日日（（８８／／２２４４））ままででにに申申しし込込んんででくくだだささいい  

「「ハハリリーーポポッッタターー  アアズズカカババンンのの囚囚人人」」          ※※アアンンガガーージジュュママンンにに集集ままりりまますす  

      日日時時：：８８月月２２５５日日（（水水））１１２２::：：００００頃頃のの上上映映にに入入りりままししょょうう  場場所所：：横横須須賀賀ヒヒュューーﾏﾏｯｯｸｸｽｽｼｼﾈﾈﾏﾏｽｽﾞ゙８８  

  

２２００００４４（（平平成成１１６６））年年８８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.６ 

アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
  

暑暑ささにに負負けけずず、、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、、上上中中里里町町内内会会・・商商盛盛会会ののおお祭祭りりにに参参加加ししままししたた。。  

  

  

  

  

          ７７月月２２４４日日（（土土））はは商商盛盛会会ののおお手手伝伝いいとといいううここととでで、、ううわわままちち病病院院入入りり口口ででイイカカ焼焼きき（（１１５５００パパイイ））・・トトウウ  

モモロロココシシ焼焼きき（（１１５５００本本））ををススタタッッフフととボボラランンテティィアアでで完完売売ししままししたた。。通通室室ししてていいるる小小学学生生もも絵絵をを描描きき、、  

声声をを張張りり上上げげてて手手伝伝っっててくくれれままししたた。。「「いいららっっししゃゃいい！！」」「「ややすすいいよよ！！！！」」のの声声がが商商店店街街にに響響ききままししたた。。  

            翌翌日日（（７７／／２２５５））ははいいよよいいよよ我我々々アアンンガガーージジュュママンンののオオーーププンンススペペーーススデデイイ。。外外でではは焼焼ききそそばば・・カカキキ  

        氷氷をを、、内内ででははケケーーキキ・・ククッッキキーーとと飲飲みみ物物をを販販売売ししままししたた。。ままたた小小ささいい子子どどもも達達ののたためめにに、、ゲゲーームムやや工工        

        作作もも用用意意ししままししたた。。おおかかげげ様様でで、、５５００人人ほほどどにに利利用用ししてて頂頂きき、、焼焼ききそそばばもも８８００食食がが完完売売ししままししたた。。アアンン  

ガガーージジュュママンンととししててはは、、おお祭祭りりそそししてて地地域域活活動動へへのの初初参参加加！！  ままささにに、、地地域域デデビビュューーのの一一日日ででししたた。。  

            《《オオーーププンンデデイイ》》          《《子子供供たたちちとと》》                                                          

                                                                    

                                                                      何何よよりりもも人人ととのの出出会会いい、、そそししてて地地域域・・商商盛盛会会ととのの                  

                                                                  出出会会いいがが、、すすばばららししいい経経験験ででししたた。。「「いいららっっししゃゃいい！！」」                

                                                                  とと声声をを張張りり上上げげるる、、汗汗をを拭拭きき拭拭ききトトウウモモロロココシシをを焼焼くく、、

おお茶茶をを出出ししななががらら会会話話ををすするる、、小小ささなな子子どどももがが走走りり回回

るるののをを追追いいかかけけるる等等々々、、ススタタッッフフ及及びびボボラランンテティィアアススタタ

ッッフフはは少少ししずずつつ地地域域ととつつななががっってて有有意意義義なな時時間間をを過過

ごごししままししたた。。ボボラランンテティィアアセセンンタターーかかららはは小小林林・・尾尾上上ささ

んんおお二二人人にに、、取取材材ととボボラランンテティィアアをを兼兼ねねてて来来てて頂頂ききまま

ししたた。。そそししてて、、何何よよりりももケケーーキキととイイララスストト等等々々ににおお力力をを

頂頂いい、、たた陣陣内内優優ささんんにに厚厚くく感感謝謝ししまますす。。                                

                        《《トトウウモモロロココシシ・・イイカカ焼焼きき》》  

                    

  

  

  

  

 
   

坂之上のひとりごと ②     代表：小柳良 
今今年年のの夏夏はは異異常常にに暑暑くく、、上上町町のの坂坂をを登登っってて来来るるののもも汗汗だだくくでですす。。そそれれででもも勉勉強強ししにに来来るる

子子、、フフリリーーススペペーーススにに通通っっててくくるる人人たたちちはは自自分分のの目目的的をを持持っっててアアンンガガーージジュュママンンをを訪訪れれまますす。。  

夏夏休休みみのの宿宿題題ををややるる子子、、ギギタターーをを習習うう若若者者、、つつれれだだっっててププーールルににいいくく人人たたちち、、先先日日ははパパソソ

ココンンをを使使っっててイイララスストトのの勉勉強強ももししままししたた。。ここちちららははとといいええばば「「暑暑いい、、暑暑いい！！」」とと愚愚痴痴ばばかかりり言言っってて

仕仕事事ははははかかどどりりまませせんん。。彼彼ららをを見見習習っってて頑頑張張りりままししょょうう。。ホホーームムペペーージジのの立立ちち上上げげががももうう少少しし

でですす。。８８月月ににははみみんんななでで海海水水浴浴にに行行ききたたいいなな。。そそれれままででににはは仕仕上上げげまますす。 

     ●神奈川新聞で紹介されました：ＶＧ未来・富田美知子 7/2７、ＥＹ事務局長・滝田衛 7/21● 



講座・講師紹介フリースペース＜あばうと＞  
【【手手話話講講座座】】  ボボラランンテティィアアススタタッッフフ石石原原ささんんはは現現在在手手話話ササーーククルルのの一一員員でで、、学学んんだだ手手話話をを使使ううここ  

ととがが一一番番とと、、講講師師をを積積極極的的にに担担っってていいまますす。。自自己己紹紹介介ををししたたりり、、ビビデデオオをを見見たたりりししてて、、  

毎毎週週金金曜曜日日１１３３：：３３００かからら開開講講中中でですす。。途途中中かかららででももだだいいじじょょーーぶぶでですす。。  

【【SS..SS..TT((ソソーーシシャャルル..ススキキルル..トトレレーーニニンンググ))】】  他他者者ととのの係係わわりり方方のの練練習習、、ととででもも言言っったたららいいいいででししょょうう  

かか。。カカウウンンセセララーーのの仁仁村村ささんんがが、、「「私私ももぜぜひひややりりたたっっかかたたのの！！」」とと講講師師をを担担当当ししてていいまま  

すす。。皆皆とと話話ししいい、、色色々々ななワワーーククををししてていいくく中中でで、、互互いいのの違違いいをを認認めめ、、ままたた自自己己をを主主張張しし  

他他者者をを受受けけ入入れれてていいくく力力ががつついいてていいかかれれれればば、、毎毎月月第第二二木木曜曜日日１１４４：：００００開開講講中中でですす。。    

【【ギギタターー教教室室】】  NNPPOO 法法人人監監事事のの原原ささんんがが講講師師をを担担当当ししてていいまますす。。ひひととりり一一人人のの技技術術ににああわわせせてて  

ゆゆっっくくりり丁丁寧寧にに進進みみまますす。。ギギタターーはは 55 本本あありりまますす、、ギギタターーをを持持っってていいななくくててももだだいいじじょょ  

ううぶぶ、、ももちちろろんんごご自自分分ののギギタターーををおお持持ちちのの方方もも、、どどううぞぞ。。毎毎週週月月曜曜日日１１５５：：００００かからら開開  

講講ししててまますす。。  

【【調調理理実実習習】】  77 月月 1133 日日にに初初めめててのの調調理理実実習習（（ハハンンババーーググ））ををししままししたた。。ススタタッッフフのの平平野野ささんんがが講講師師  

              ででししたた。。付付けけ合合せせのの人人参参ののググララッッセセととじじゃゃがが芋芋ののソソテテーーががととててももおおいいししくく、、作作っってて満満足足、、  

食食べべてて満満足足のの一一日日ででししたた。。毎毎月月 11 回回他他のの日日程程とと調調整整ししななががらら実実施施ししまますす。。乞乞ううごご期期待待！！  

  そそのの他他    ププーールル、、映映画画鑑鑑賞賞、、パパソソココンン、、刺刺しし子子、、アアククリリルルたたわわししななどど等等ががあありりまますす。。ごご利利用用くくだだささいい。。  

                                                                              （（フフリリーーススペペーースス担担当当：：吉吉本本照照子子））  

  

暑暑ささにに負負けけずず、、勉勉強強ししよようう！！学習Ｓ＜ネクスト＞  
日日曜曜日日のの午午後後３３回回にに渡渡っってて実実施施ししたた体体験験学学習習ににはは４４名名のの生生徒徒がが受受講講ししててくくれれままししたた。。通通室室生生ででテテ  

スストト対対策策にに利利用用ししててくくれれたた中中学学生生。。新新たたにに参参加加ししたた中中１１生生とと中中３３生生もも入入塾塾ししててくくだだささりり、、英英語語・・数数学学のの  

授授業業をを始始めめままししたた。。一一方方講講師師陣陣もも２２００名名近近いい方方がが登登録録さされれてていいまますす。。元元小小・・中中・・高高教教員員やや教教員員免免許許取取  

得得者者他他、、若若いい方方かかららキキャャリリアアののああるる方方ままでで多多彩彩でですす。。夏夏休休みみはは、、現現役役教教員員もも応応援援ししててくくれれてていいまますす。。  

一一斉斉授授業業とと異異ななりり、、講講師師はは一一人人ひひととりりのの生生徒徒にに合合わわせせ授授業業をを考考ええカカリリキキュュララムムをを構構成成ししてていいまますす。。  

地地球球温温暖暖化化をを実実感感すするる夏夏休休みみももままだだままだだここれれかからら。。夏夏休休みみのの宿宿題題にに困困っったたらら、、予予習習・・復復習習ししたたいいななとと  

思思っったたとときき、、いいつつででもも「「ネネククスストト」」ににおお声声ををかかけけててくくだだささいい。。ごご希希望望にに応応じじてて授授業業設設定定いいたたししまますす。。ままたた、、  

高高校校受受験験ののごご相相談談もも受受けけまますす。。近近隣隣私私学学ののパパンンフフレレッットトのの用用意意ももあありりまますすののででごご利利用用くくだだささいい。。  

                                                                                  （（学学習習ササポポーートト担担当当：：山山川川幸幸子子））  

                  講講  座座  はは  大大  人人  気気    
「「カカウウンンセセリリンンググ講講座座」」ははカカウウンンセセララーーのの渡渡辺辺・・岡岡田田ささんんがが進進めめててくくれれてて、、１１００人人のの参参加加でで第第１１期期

３３回回をを終終了了ししままししたた。。集集団団でで進進めめるる、、会会話話とと心心のの中中でで描描くく、、人人そそれれぞぞれれのの思思いいがが行行ききかかうう、、絶絶妙妙なな

時時間間をを３３回回過過ごごししままししたた。。終終了了後後のの一一人人ひひととりりのの笑笑顔顔をを見見るるとと、、充充実実感感ににああふふれれてていいままししたたネネ？？  

一一方方、、「「おおやや？？講講座座」」はは、、途途中中参参加加ももああっってて１１００人人にに参参加加ををいいたただだききままししたた。。ゲゲスストトややロローールルププレレ

イイももあありりでで、、チチョョッッピピリリのの緊緊張張とと会会話話のの弾弾むむ時時間間ををすすごごししてていいまますす。。子子どどもものの理理解解、、親親自自身身のの理理解解、、

そそののまままま受受けけ入入れれるる親親とと子子どどもも。。誤誤解解かからら理理解解へへ、、未未来来をを展展望望すするる大大ららかかなな親親へへ！！？？    

ごご案案内内  カカウウンンセセリリンンググ講講座座「「自自分分発発見見のの心心理理学学」」第第２２期期開開講講ししまますす    
  気気づづかかななかかっったた自自分分とと出出会会いい、、身身近近なな人人ととのの関関係係をを見見直直そそうう。。自自分分をを深深くく知知るるここととはは、、人人をを理理解解

すするる一一番番のの近近道道でですす。。新新ししいい自自分分ととのの出出会会いいはは身身近近なな人人ととのの関関係係をを変変ええてていいききまますす。。  

○○第第２２期期９９・・１１２２（（日日））、、１１００・・２２３３（（土土））、、１１１１・・２２７７（（土土））  時時間間はは毎毎回回午午後後１１時時３３００分分～～３３時時  

○○第第３３期期１１・・２２２２（（土土））、、  ２２・・２２６６（（土土））、、  ３３・・１１９９（（土土））    

※※詳詳細細はは、、アアンンガガーーｼｼﾞ゙ｭｭママンンへへ TTEELL くくだだささいい。。  

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））    

                  

７７月月１１００日日のの親親のの会会 WWIILLLL はは、、先先日日６６月月１１３３日日のの総総会会ににいいららししてて、、初初めめてて定定例例会会にに足足をを運運ばばれれたた方方もも  

含含めめ、、１１２２名名のの参参加加でで行行わわれれままししたた。。ここのの会会はは傾傾聴聴（（ささええぎぎららなないい））、、批批判判ししなないい、、他他言言ししなないい、、のの３３点点  

をを守守りり、、参参加加者者がが安安心心ししてて心心ののううちちをを話話しし、、元元気気をを取取りり戻戻すすここととがが趣趣旨旨でですす。。ここのの日日のの内内容容はは、、大大変変ヘヘ  

ビビーーななおお話話がが多多くく、、すすべべててをを記記すすここととはは控控ええささせせてていいたただだききたたいいとと、、思思いいまますす！！  がが。。私私ななりりにに１１週週間間  

ひひききずずりり考考ええたたここととはは、、わわがが子子のの危危機機にに正正面面かからら向向きき合合ううここととをを通通ししてて、、見見ええててくくるるここととがが多多々々ああるるとと  

言言ううここととでですす。。他他のの兄兄弟弟姉姉妹妹、、夫夫婦婦、、果果ててはは自自分分自自身身のの人人生生ままでで、、夫夫婦婦間間のの子子育育ててのの温温度度差差はは男男女女  

のの差差ととししてて仕仕方方なないいこことと、、とと。。男男女女はは異異質質だだかかららここそそ、、面面白白いいののででししょょううねね。。人人類類永永遠遠ののテテーーママかか

もも？？？？                                                                                    （（ウウィィルル運運営営委委員員：：ＭＭＭＭ））  

                ※※８８月月ののウウィィルルはは第第３３のの２２１１日日（（土土））にに変変更更ととななりりまますす。。  

                                                  

  ボランティアグループ未来（不登校・高校中退親の会）通信 

『夏夏夏休休休みみみ、、、子子子どどどもももたたたちちちはははゆゆゆっっったたたりりり   

ととと、、、親親親もももちちちょょょっっっととと肩肩肩ののの力力力ををを抜抜抜いいいててて』 
    中中 33 のの子子どどももたたちちはは、、学学校校かからら進進路路のの方方向向をを問問わわれれまますす。。ででもも、、ままだだ自自分分がが  

        どどううししたたいいののかか、、どどここへへ進進みみたたいいののかか揺揺れれてていいるるしし、、ななかかななかか結結論論はは出出せせまませせ  

んん。。どどんんなな進進路路ががああっってて、、どどんんなな方方法法ででそそここへへ行行きき着着くくののかかももははっっききりり見見ええまませせんん。。ででははそそんんななとときき、、  

親親ととししててどどううししててああげげたたららいいいいののかかとと、、不不安安ににななりりまますす。。親親ととししててででききるるここととののひひととつつはは、、情情報報収収集集でですす。。

77//1199 のの私私学学フフェェアアででもも何何組組かかのの方方たたちちがが親親子子でで高高校校にに直直接接おお話話をを聞聞ききににででかかけけままししたた。。子子どどももがが通通

ええるる範範囲囲ににどどんんなな高高校校ががあありり、、どどんんなな受受けけ入入れれ態態勢勢かか調調べべてておおくく。。通通っってていいるる生生徒徒ささんんががいいれればば、、どど

んんなな学学校校生生活活ををししてていいるるののかか本本人人やや、、保保護護者者のの方方かからら話話をを聞聞くく。。子子どどももがが興興味味をを示示ししてていいるるよよううなならら、、

ぜぜひひ一一緒緒にに足足をを運運んんででみみるる。。無無理理にに敷敷地地にに入入るるここととははししななくくとともも、、何何かかののつついいででにに校校門門近近くくをを通通っってて見見

るる。。ででもも、、ここのの場場合合はは決決ししてて無無理理ややりりででななくく、、ああくくままでで本本人人とと合合意意のの上上がが良良いいとと思思いいまますす。。  

          学学校校のの先先生生がが示示すすののははああくくままでで、、経経験験上上ののガガイイドドラライインンでですす。。大大切切ななののはは子子どどもものの意意欲欲、、行行ききたたいいとと  

いいうう気気持持ちちでですす。。受受験験のの方方法法、、勉勉強強のの方方法法ははたたくくささんんあありりまますす。。そそれれをを一一緒緒にに見見つつけけてて行行かかれれるるよようう、、  

経経験験さされれたた保保護護者者のの方方たたちちかかららおお話話をを聞聞くくののもも一一つつのの方方法法ででししょょうう。。  

『『未未来来』』もも、、そそんんなな不不安安をを解解消消すするるおお手手伝伝いいををささせせてて頂頂ききまますす。。アアンンガガーージジュュママンンのの事事務務所所のの一一角角にに  

来来年年度度入入試試のの資資料料閲閲覧覧ココーーナナーーをを設設けけまますす。。受受験験のの方方法法はは、、現現場場にに精精通通ししたた方方かかららののアアドドババイイススがが  

ででききるるかかとと思思いいまますす。。気気軽軽ににごご相相談談下下ささいい。。  

          「「自自分分がが決決めめるる」」、、誰誰のの生生きき方方ででももなないい。。「「自自分分のの生生きき方方」」はは、、自自分分がが決決めめるる。。当当たたりり前前ののよよううでですすがが、、

そそれれをを待待ててずずにに先先へへ先先へへととレレーールルをを引引ききたたくくななっっててししままううののがが、、親親とといいうう立立場場のの弱弱ささででももあありり、、愛愛情情とと

すすりり替替ええてて考考ええててししままいいががちちでですす。。「「自自分分でで決決めめななけけれればば、、子子どどももはは動動きき出出ささなないい」」そそうう思思っってて、、おおおおらら

かかにに構構ええてて、、子子どどももがが動動きき出出すすののをを待待っってていいたたおお母母ささんんががいいららっっししゃゃいいままししたた。。ででもも、、彼彼女女ののそそのの思思いい

をを支支ええたたののはは、、ややははりり不不登登校校ををさされれ、、同同じじ辛辛ささをを抱抱ええたたおお友友達達ととのの悩悩みみをを語語れれるる、、時時間間ででししたた。。『『未未

来来』』のの定定例例会会もも、、そそんんなな場場所所ととししてて利利用用ししててくくだだささいい。。ままたた、、1100 月月 1177 日日はは例例年年ののよよううにに進進路路相相談談会会をを

開開催催すするる予予定定でで準準備備ををすすすすめめてていいまますす。。そそちちららもも、、ぜぜひひごご参参加加下下ささいい。。  

            長長いい夏夏休休みみでですすがが、、ぜぜひひごご家家族族でで楽楽ししいい時時間間をを、、ゆゆっったたりりととししたた時時間間をを過過ごごししててくくだだささいい。。  

ななおお、、進進路路相相談談会会にに向向けけたた作作業業ととししてて郵郵便便発発送送作作業業ををししまますす。。おお手手すすききのの方方はは、、よよろろししけけれればばおお手手  

伝伝いい下下ささいい。。追追っってて連連絡絡ををいいたたししまますす。。                                                （（文文責責：：ととみみたたみみちちここ））  

        ※８月の未来は７日（土）の１回だけです。２回目は夏休みです 


