
１０月アンガージュマン日程 

アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかかももオオーーププンンししてて６６ヶヶ月月がが過過ぎぎままししたた。。よよりり皆皆ささんんにに使使っってていいたただだけけるるよようう、、  

２２００００４４年年度度後後半半はは、、積積極極的的にに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・・相相談談をを展展開開ししてていいききまますす。。そそししてて、、何何よよ  

りり今今月月はは、、自自助助ググルルーーププ「「未未来来・・ウウィィルル」」をを中中心心にに実実行行委委員員会会でで取取りり組組んんででいいまますす、、進進路路相相談談会会をを行行  

いいまますす。。ままたた地地域域とと一一緒緒にに取取りり組組むむ、、オオーーププンンススペペーーススデデイイ・・収収穫穫祭祭もも予予定定ししてていいまますす。。地地域域ととととももにに  

進進むむ若若者者たたちちのの総総合合ケケアアーーセセンンタターーととししてて、、ごご利利用用くくだだささいい。。          ※※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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１１  
フフリリーーススペペーースス  

  ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

      ヨヨガガ  

 

 

 

学習サポート  

２２  ＡＭ１０：00 
事務局会議  

ＡＭ１０：00 

進路相談会作業  

PPmm11：：００００  

未未来来  
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進路実行委 
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４４  
フフリリーーススペペーースス  

  

  

  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

  ギギタターー講講座座 

学習サポート  

５５  
フフリリーーススペペーースス  

  ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

    刺刺しし子子講講座座 

 

 

 

学習サポート  

６６  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

 初初級級ＰＰＣＣ講講座座  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

  ﾍﾍ ﾟ゚ｰーﾊﾊﾟ゚ｰーククララフフ

トト講講座座  

学習サポート 

７７  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００   

   卓球 

 

 

 

学習サポート  

８８  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ９９：：４４５５  

ススタタッッフフ会会議議

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

  ヨヨガガ  

 

学習サポート  
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PPmm11：：0000  

ウウィィルル  
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１１２２  
フフリリーーススペペーースス  

  

ＰＰＭＭ１１：：００００  

    カカララオオケケ 

 

 

 

学習サポート  

11３３  
フフリリーーススペペーースス  
ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

 初初級級ＰＰＣＣ講講座座  

ＰＭ（未定） 

 映画鑑賞会 
ＰＭ７ 

事務局会議 
学習サポート  

11４４  
フフリリーーススペペーースス  
 

ＰＰＭＭ２２：：００００    
ソソーーシシャャススキキルル

トトレレーーニニンンググ  

講講座座 
 

学習サポート  

11５５  
フフリリーーススペペーースス  
ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

  ヨヨガガ  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

ギギタターー講講座座 

 

 

学習サポート  

１１６６  

  

  

PPmm11：：0000  

未未来来  

１１７７  

    

ＰＰＭＭ１１：：００００  

進進路路相相談談会会  
総総合合福福祉祉会会館館  

１１８８  
フフリリーーススペペーースス  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

  イイララスストト講講座座  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

  ギギタターー講講座座 

   

学習サポート    

１１９９  
フフリリーーススペペーースス  

 ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

  刺刺しし子子講講座座  

ＰＰＭＭ２２：：００００  

    テティィーーチチイインン 

 

学習サポート  

２２００  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

 初初級級ＰＰＣＣ講講座座  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

  ﾍﾍ ﾟ゚ｰーﾊﾊﾟ゚ｰーククララフフ

トト講講座座  

学習サポート  

２２１１  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００   

   卓球 

  

  

  

学習サポート  

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

  ヨヨガガ  

 

 

 

学習サポート  

２２３３  
ＡＡＭＭ１１１１～～ＰＰＭＭ３３  

オオーーププンン ・・スス

ペペーースス・・デデイイ  
ＰＰＭＭ１１～～３３時時ﾋﾋﾞ゙ｰーｽｽﾞ゙

ｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘｰー講講座座  

ＰＰＭＭ５５：：００００  

カカレレーーのの会会  

２２４４  
  

  

PPmm３３：：００００  

ＤＤａａｄｄ  

父父親親のの会会  

２２５５  
商盛会収穫祭  

フフリリーーススペペーースス  

  

  

  

 

学習サポート  

２２６６  
商盛会収穫祭 

フフリリーーススペペーースス  

  AAMM1111::0000  
    料料理理ををししよようう  
 

 

学習サポート  

２２７７  
商盛会収穫祭 

フフリリーーススペペーースス  

  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

 初初級級ＰＰＣＣ講講座座  

 

学習サポート  

２２８８  
フフリリーーススペペーースス  

  

ＰＰＭＭ２２：：００００    

 映映画画をを語語ろろうう  

 

 

学習サポート  

２２９９  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

      ヨヨガガ 

ＰＰＭＭ３３：：００００  

  ギギタターー講講座座 

 

学習サポート  

３３００  
ＡＡＭＭ１１００：：0000～～  

ＰＰＭＭ３３：：００００  
ククリリーーンン  

よよここすすかか  

（（餅餅つつきき））  

        豊豊島島小小  

３３１１  

  

  

※※  

※※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！！  

投稿欄を設けます ご意見や感想をおよせください 
会会員員のの皆皆様様のの声声ををおお待待ちちししてていいまますす。。ここのの通通信信もも事事務務局局片片道道発発信信のの心心細細ささをを感感じじてていいまますす。。皆皆様様  

のの声声をを、、紙紙上上でで紹紹介介ししななががらら、、会会員員のの方方々々ののおお知知恵恵ややおお力力でで、、よよりり豊豊かかなな通通信信にに育育てててていいたただだききたた  

いいとと思思いいまますす。。おお手手紙紙ででももメメーールルででもも、、使使いいややすすいい方方法法ででおお声声ををおお寄寄せせくくだだささいい。。おお待待ちちししてていいまますす。。 

  

  

２２００００４４（（平平成成１１６６））年年１１００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.８ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

         １０月１７日（日）午後１時～  全全体体説説明明・・個個別別相相談談 

      進進路路相相談談会会   「未来に向かって」      

～不登校・ひきこもりの子どもと保護者への支援～ 
                                     ボボラランンテティィアアググルルーーププ未未来来代代表表  富富田田美美知知子子    

        

早いもので、ボランティアグループ「未来」が、不登校の子ども達の進路を探すきっかけとした 

いと始めた進路相談会『未来に向かって』は７回目を迎えました。形式や参加団体は、年ごとの 

状況やニーズによって変化してきましたが、進路を見つけにくい状況にある不登校の子ども達、 

そしてその保護者達により多くの情報を提供したいという基本姿勢は変わっていません。 

  昨年度からは、ひきこもりの青年とその保護者に向けての相談も計画し、より窓口の広い会 

を目指しています。また、今年はウィル・よこすか、ＮＰＯ法人アンガージュマン・よこすかの力を 

得て、横須賀市保健所の職員の参加も得て実行委員会形式での開催となりました。より厚い情 

報発信ができると思います。 

  当日は各団体の相談員の方に個別でお話を頂くことができます。また、私たち実行委員会が 

独自のアンケートに基づき学校の受け入れ状況や、フリースペースの活動内容などをまとめた 

冊子も提供いたします。 

  ここに至るまでは、常に相談を快く引き受けて下さっている各団体及び、運営に参加して下さ 

るたくさんのボランティアの方々の協力があり、私たちの活動の大きな支えとして受け止め、改め 

て心より感謝いたします。 

 

 

                    
坂之上のひとりごと ④     代表：小柳良 

お彼岸です。諺どおり涼しくなるでしょうか。アンガージュマンは１０月１７日の進路相談会

に向けて大忙しです。私はといえば、９月の三連休に体調を崩し寝込みました。原因は飲み

すぎというのが皆の一致した意見です。 

フリースペースは各個人によって違いますが、「ここに来るだけでいい」から「ここに来て何

をするか」に移りつつあります。私たちに何ができるか、又何をしないのかを考えながら進む

毎日です。   

『 涙さえ 流すことすらできずして 母の背中に われ荷を負わせ 』 

アンガージュマンに来ている若者が詠んだ歌です。彼の苦しみが少し理解できた気がしま

した。１７日の相談会でお会いできるのを楽しみにしています。 

  

  

  

  

 
   
  



フリースペース＜あばうと＞  

あんなこと！、こんな人？  そそのの２２  
  △△佐佐々々木木育育子子＜＜養養護護のの先先生生をを目目指指ししななががらら、、横横須須賀賀にに転転居居ししててフフッッとと立立ちち止止ままっったた所所がが、、  

ここここアアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか？？  若若ささ一一杯杯ののボボラランンテティィアアススタタッッフフ第第１１号号＞＞  

          「私が、ボランティアを始めさせていただいてから早４ヶ月。今では、とても心休まる場 

所となっていますが、最初の頃は、何をすればいいのか分からず、少し緊張していた 

ように感じます。きっと初めてここを訪れてくれる人は、私と同じような感想を持つ方も 

いらっしゃるでしょう。でも、ここは、「いつでも誰もが好きなことを自由にしていい場所 

なのだ」と感じてからは、とても楽になりました。変に肩に力を入れずに、最初はみん 

なと大きな机に座っているだけ、それが嫌だったら家でやっていることを持ってきてや 

ってもいいし、他の人のおもしろい話に笑って楽しんでもいいのです。とにかく、何も話 

さなくても家にいるよりはるかに何かを得られる場所だと私自身感じています。私たち 

は、みなさんにとってここが心地よい場所となるように色々な講座も考えていますので、 

みなさんがやってみたいことがあったら、どんどんアイデアをお願いします。そして、み 

なさんにとって居心地のいい場所になれば、とっても嬉しいです！」 

 
学習サポート＜ネクスト＞ （学習サポート担当：山川幸子）  

44 割割誤誤答答、、太太陽陽がが地地球球をを回回るる？？    
先日、朝刊の一面に「太陽が地球を回る。」４割誤答。小学４～６年生、学校で習わず。さらに太 

陽の沈む方角は３割が答えられない。この記事を読みながら、コペルニクスは唖然！？トホホ・・・ 

アリストテレスは頭掻きながら苦笑いかな？天と地がひっくり返るとは、まさにこのこと！か。確かに 

私たちは自分達の説明に都合のよいように、太陽を動かしたり地球を動かしたりしますが・・太陽の 

日周運動を考えるときは、中心に地球を固定し太陽を回す。ところが、地球の公転のときは太陽を 

中心に置き地球を回すとわかりやすい・・・・・と言ったように。昔、小学校の校庭に棒を立てて一校 

時ごとにその影に印を付けて太陽の動きを確かめ、影ふみ遊びを楽しんだことを思い出します。１・ 

２年生でも影が動くことによって太陽の動きを捉え、影の長さで時間や季節を感じることができます。 

感動は、行動を起こす原動力です。最も身近な自然現象ゆえ、問われなければ疑問も持たずに通 

り過ぎてしまうことかもしれません。理科離れと嘆くまえに、小学生でも理解できるよう工夫し教える 

べきことは教える必要を強く感じます。残暑は厳しくても秋分の日、太陽は低くなり、雲はうろこ雲・ 

ひつじ雲、夜空にはカシオペア座を見つけてみませんか。 

１０月１７日の「進路相談会」において、＜ネクスト＞も相談コーナーを設けておりますので、是非 

ご利用ください。また、「オープンスペースデー」、１０月２３日(土)には、神奈川県高校受験説明会も 

予定しております。公立・私学の受験情報を提供いたします。当日、初めて方には体験授業を、塾 

生は受講科目以外の授業体験やテスト対策などもお受けいたします。 

アンガージュマンのホームページに＜ネクスト＞も紹介されています。アクセスしてみてください。 

                  

  

  

        

 

 
            ボランティアグループ未来（不登校・高校中退親の会）通信 

交話（こうわ）で、経験をアドバイスに 
               ９月は 15 名程の保護者の方が集まりました。小学生から高校生ま 

 でのお子さんを持つお母さん達が順番に話されていくうちに、皆さん 

同士の間で質問や返答が積み重なるような形になりました。“交話”と 

いう印象でした。子どもの不登校という経験の中から、掴み取ってき 

たものをアドバイスとして、外へ出せるようになってきたんですね。 

  “今は一緒に居て欲しい” “今は一人にしてくれても大丈夫だよ”  

そんなお子さんの心を読み取りながら、お母さんも自分の時間を持ち 

ましょう。決して子どもを放ったらかしにしているとは考えないで！ 一歩離れた分、視野が広 

がるように、心のゆとりが増すはずです。信頼を伝えて、距離を取って。大事な時は、何時だっ 

てそばに居るんですから！                     未来事務局長  みうらけいこ 

  

  

  

  

  

～未来・ウィルよりのご案内・お願いです～ 
◎進路相談会の準備作業が予定されてます。１０月２日（土）１０時にｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝ・よこ

すかで行います。当日の資料の綴じやその他の準備です。お越し下さい。 

◎１１月下旬に日帰り旅行を計画しています。詳しくは、定例会で・・・ 

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））    

心心ののククセセにに、、ププララスス思思考考でで        
９月11日、14名の出席がありました。初めて参加された方もあり、簡単に今までの経過と現 

状を報告しあいました。「親は解っていない」「私のことなど解ってくれない」「何でもけしかけて 

やって来た」「お母さんは暗い」等・・子どもの葛藤、苦しみなのでしょうか。 

親に向けられる言葉は厳しい物ばかりです。子どもの発する言葉に共感出来れば良いので 

       すが、親の口からとっさに出る言葉は子どもを落ち込ませ、「会話がなくなってしまった」という 

声も。難しいものです。一方、親からは全く変わっていないと思われる子どもも第三者からは、 

「以前とは確実に変化し、成長している」と嬉しい報告も有りました。 

子どもがアンガージュマンに通い出した親からは「自分の "心の 

くせ" が解り、物の見方や考え方を変えて行けるようになった」と。 

とかくマイナス思考になりがちな自分の "心のくせ" を知ることで、 

悩んだり落ち込んだ時にプラス思考に変えて行くことが出来ると良い 

ですね。常に心掛けておきたいものです。 

当事者にはいずれ第三者との出会いのチャンスを見つけて「うまく 

人を使い、してもらうのではなく人を使う発想やしたたかさが欲しい」というアドバイスもあり 

ました。次回は 10 月 9 日です。                   （ウィル運営委員：ＫＭ） 

                                                                

               オープン・スペース・デイ 

       １０月２３日（土）１１時～１５時 

・お茶とお菓子で歓談下さい 

・進路教育相談（高校進学等）をどうぞ 

 【続々お知らせ 】ＨＰ（ホームページ）完成です。アクセスしてください 

ＵＲＬ：http://engagement.angelicsmile.com/

また、通信等郵送しているものを、メールでお送りしたいと思います。 

メールアドレスお持ちの方は下記へ「通信送れ」とお知らせください。 

e-mail:engagement@jcom.home.ne.jp 

 

 

http://engagement.angelicsmile.com/
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アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか速速報報  
 【フリースペース事業】      担当：吉本照子

就労支援 “おお届届けけ便便”“孫の手”
フリースペースでは、利用者を中心に各種講座を開催して、心のケアーを進めています。そし

て、いよいよ「働きたい！」「アルバイトを！」の願いに応えて、地域密着型の就労を具体化します。

この街の商盛会の支援を受けて、１１月より始めます。 
 

○１０月２５（月）・２６（火）・２７（水）日、上町商盛会の収穫祭  
アルバイトができます 

○１１月から  ●“お届け便”事業でアルバイト 
            「注文を受け、商店街で買い物を代行し、 

お届けする」仕事 
        ●“孫の手”事業でアルバイト 
            「近隣のお家・お店のお手伝いをする   

掃除・買い物・小破修理等」仕事 
 
「今とりあえず何もすることがない・・・」「外へ出て何かしてみたい・・・」  
まずは、アンガージュマン・よこすかのフリースペースに来て相談してみてください。 
通室し、フリースペースを利用し、一緒に考えながら、何か（仕事）を探していきましょう。 
 

【学習サポート事業】       担当：山川幸子 
進路サポート 学習コーディネート  
現在１０名程の小・中・高校生が勉強しています。勉強を重ねる事は、なかなか易しいことでは

ありません。学校の補習として利用する人、進学へ向けて力をつけようという人もいます。中には、

通信制高校のレポート作成・定期テスト対策に活用している人もいます。利用方法は人それぞれ

です。あなたのペースに合わせた学習を、多彩な講師がサポートしています。 
さて来年へ向けて、自分の道を決めていく時期がきました。１０月１７日には進路相談会も開催

されます。私達は、皆さんの来年へ向けた進路サポートを行い、進路目標へ向けた学習をコーデ

ィネートいたします。ぜひ、ご相談下さい。日程は以下のとおりです。 
 
 相    談  日       時    場     所 
・「進路相談会」 １０月１７日（日）ＰＭ１～５時  総合福祉会館５階 
・ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽデイ １０月２３日（土）ＡＭ１０～ＰＭ３時  アンガージュマン 
・収 穫   祭 １０月２５日（月）～２７日（水）ＰＭ５～８時 アンガージュマン 

※特に、高校入試については、細かな相談を受ける事ができます。    

                 
◎◎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・・各各種種相相談談はは有有料料でですす。。詳詳ししくくはは下下記記へへごご相相談談下下ささいい  
                                                              連連絡絡先先  ＴＴｅｅｌｌ／／ＦＦａａｘｘ  ００４４６６－－８８００１１－－７７８８８８１１  

 


