2012年11月のアンガージュマンの予定
月(Mon)

火(Tue)

水(Wed)

DST(デジタルストーリーテリング)上映会
日 時
場 所
資料代

11/23(金) 13：00～
青少年サポートプラザ(桜木町）
500円

研修生の製作した映像作品を上映すると共に、
対話会を行います。
ひきこもり経験者の心象に触れる貴重な機会です。
参加申し込みは、アンガージュマンまで。

6

5

木(Thu)
1

学習サポート

7

学習サポート

12

学習サポート

12:00 昼食会(300円)
pm ボランティア
ミーティング
学習サポート

学習サポート

19

学習サポート

学習サポート

21

20

※

22

(はるかぜ書店前)

学習サポート

26

学習サポート

11:30
農業体験(長井)

12:00 昼食会(300円)

十一月のボランティア募集

学習サポート

イベント

学習サポート

日付

※

※

学習サポート

※ 23

29
13:00～17:00
クラフトDay
＠harucafe

リエゾン
学習サポート
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24
※

25
※

学習サポート

28

27

保護者会
14:00～16:00

17

16

DST上映会
＠サポプラ
学習サポート

※

産業まつり＠三笠公園

12:00 昼食会(300円)

pm ボーリング

10 山形物産市 11

朗読劇
ハッピーバースデー
＠横須賀市文化会館

学習サポート

学習サポート

定員

31

30
11:30
農業体験(長井)

※は閉室の印ですが
事業により行います

※

宅配
学習サポート

主な活動内容

物品募集

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

土日祝日除く

５名

話やゲームの相手、ともに過ごす

産業まつり

11/10～11

３名

物品販売、品物陳列、チラシ配布

物産市

11/11

３名

物品販売、品物陳列、チラシ配布

シェアハウスの
開始に伴い、
以下の物品を
募集いたします。

物産宅配

11/29～30

３名

検品、仕分け、梱包、配達

・電気カーペット

昼食会

３名

調理、盛りつけの補助

・こたつ

５名

ともに過ごす

・家庭用照明器具

通信発送作業

11/7,14,21,28
(毎週水曜日)
11/2,9,16,30
(毎週金曜日)
11/30

３名

通信の折り、封入、封止め

下校時の防犯

平日14:40～16:00

２名

町内の巡回、見守り

ご提供頂ける方は、
規格等、お問合せ
下さい。

夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
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第105号

青少年支援 地域での連携を！
「横須賀市青少年自立支援関係機関連絡会議」が結成されました。
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pm パンづくり

日(Sun)
4
※

※

pm カラオケ

学習サポート

11月1日

学習サポート

8

14
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土(Sat)
3

11:30
農業体験(長井)

12:00 昼食会(300円)

学習サポート

金(Fri)
2

2012年(平成24年)

今年度より、横須賀市では｢横須賀市青少年自立支援関係機関連絡会議」を立ち上げることとなり、
当法人からも理事長島田が代表者会議委員を委嘱されました。これは、子ども・若者育成支援推進
法に基く協議会への発展も念頭に置きつつ、まずは行政・民間の支援機関の顔の見える関係づくり
から始めて行こうという主旨のものです。地元での連携を深める動きが活発になることは、法律の
施行に伴い地域協議会設立を訴えてきた当法人としても、大変意義深いものです。
社会的ひきこもりという言葉が聞かれるようになって、既に数年が経過しますが、その実態を捉え、
伝えることは今もって難しいのが実情です。その要因の一つには、社会的ひきこもりと言われる若
者のあり方の多様さが挙げられます。自室から一歩も出ることができない。買い物程度は外出する。
出掛けることは出来るが、なかなか就労に結びつかない。彼らの持つ課題は、その過程により様々
です。また、その背景となる課題は表面的に現れる現象よりもさらに人それぞれ多様であるという
のが、実際に現場で若者に関わって得る実感です。そのため、単一の、また画一的な支援では、彼
らに本当に必要とされる手助けとはなりえません。そこで関係機関の連携により、支援の多様性を
担保していくことが必要となるのです。包括的な支援体制を構築することで、ニーズに対してきめ
細かな対応が可能となることを目指します。
さらに、当法人では 10 月より横須賀市の補助金を活用し｢シェアハウス事業｣を開始します。これ
は、就労支援｢キックオフ・プロジェクト｣に参加し、研修を積む若者の自立へ向けた取り組みを支
援するため、一定期間実家を離れ、同じように将来を模索する仲間と生活を共にする機会を提供す
るものです。家を離れること自体が第一の目的なのではなく、別の環境に身を置くことで、じっく
りと自分の生活や今後のあり方を見つめ直す時間を持つ事につながれば、との思いから、この事業
に着手することとなりました。
社会的ひきこもりとは、この社会の中で若者が誠実に自分自身と向き合っている姿だとするなら
ば、そこから一歩踏み出してゆく彼らのなかにこそ、この社会の目指す新たな価値感が自ずから浮
かび上がるのではないでしょうか。それを見つめ続け、寄り添っていくことこそが、支援の本質で
はないかと考えます。
石井利衣子

さかのうえのことのは

イシイリエコ

朝ご飯は食べる時間があれば寝ていたい方だし、夜は遅く帰るので簡単に。となると、アンガージュマ
ンでのお昼ご飯が一日のメインの食事ということになります。仕事中の気分転換にもなりますし、その重
要性は増すばかり。
水曜日は昼食会があるし、お弁当やお惣菜を近所のお店に買いに行く日もありますが。それ以外は、冷
蔵庫の残り物を詰めるだけの日もあるけれど、アンガージュマンの台所でパスタをゆでたり、野菜を持っ
てきて調理することも。最近は、山形の味噌でお味噌汁を作るのにも凝っています。
持ってきたおかずも、お弁当箱のままじゃ味気ないので、一寸手間ですが、お皿に盛り付けてから食べ
ています。それが高じて、手作り市で購入したお気に入りのマイ茶碗・マイ箸も導入。手ぬぐいと藍染め
の端布で、くるくるっとお箸を巻くタイプの箸袋も作りました !
お昼ごはんの時間が充実して、つい食べ過ぎて、仕事中なのにお昼寝したくなっちゃうことが目下の悩
みです。( ほんとうは、あんまり悩まず、すぐに寝っ転がっていますけど…。)

キックオフ

山形、本場の味を満喫！

カフェも再開しま～す。

ｈａｒｕｃａｆｅ再開に向けて、保健所に飲食店の許可申請を行ってきました。後日、保健所の担当者が
来所して、店内を細部までチェック。無事に許可が下りました。ということで、コーヒーや紅茶を淹れる練
習にも力をいれて行きたいと思います！
書店では最近、伝票の処理にミスがしばしば発生。翌日それが発覚して、慌てて作成し直すことも度々で
す。反省！ はるかぜ講座で、全員で気をつけていかなければと再確認しました。
リエゾンでは、毎年恒例、商店街の収穫祭と同時に山形物産市を開催し、山形から牧野さん＆田中さんが
来て下さいました。両氏の販売風景は、やはり生産者ならではの商品知識があり、勉強させていただきまし
た。当日は、店頭で芋煮と玉こんにゃくの振る舞いも用意して下さり、上町の皆さんに山形の味をご堪能い
ただきました。芋煮は牧野さんの里芋、田中さんのネギ、牧野さんちの藁をたべて育った牛肉！ とまさに
山形づくし。あまりの美味しさに、おかわり続出でした！
商店街のお手伝いもあり、研修生が販売に関わる時間が少なくなってしまったのが残念でした。 石川藍

ボランティア

収穫祭！

ご協力ありがとうございました。

10月は、ボランティア希望の方が４名お越しになりました。またご自身の、あるいはご家族の体調が思わ
しくないなどで、久しぶりの方にも足を運んでいただきました。ありがとうございます。秋の上町商盛会一
大イベントである収穫祭では、福引きによる景品引き換えなどに、親の会や利用者のＯＢ・ＯＧ、会員の方
々が、多数ボランティアとしてご協力いただきました。日頃から、また人出を必要とするイベントで、皆さ
まのお力添えが当法人の大きな支えとなっています。この場を借りて、改めて感謝申し上げます。
石川隆博
昼 食 会 イベント中は、ちょっとお手軽メニューで。
主菜、副菜、サラダ、デザートの４品を予算300円以内で！ がモットーの昼食会ですが…。さすがに10
月の第４週は、商店街の秋のイベント＆山形物産販売と日程が重なり、いつも通りのメニューはちょっと難
フリフリフリマ
しくなってしまいました。ボランティアの幸嶋さん、長崎さんに協力してもらいながら、カレーとデザート
みんなで記念撮影
の簡単メニューをいつもより値下げの200円で提供しました。次回からは
また、品数豊富に頑張りま～す。
萩原恵子

ネクスト

秋と言えば、、、勉強の秋！？

そろそろ秋も深まり、中３生にとっては受験の気配も近づいてきた今日こ
の頃…。今年度から、受験システムも若干の変更があり、昨年までのデータ
では必ずしも読み切れない、というのが正直なところでもありますが。一番
フリマ、おつかれさま！
大切なのは、本人が自分の現状と進路をきちんと見つめること。授業の中で、
また面談を行って、丁寧にサポートしていければと思います。 石井利衣子

～被災地レポート～
発災から１年７か月が過ぎました。最近の報道では、復興予算の被災地以外での使途が問題として取り上げ
られています。津波を受けた沿岸部は、ガレキは片付けられたものの、今も家の土台しかない光景が続いてい
ます。この状況下で仮設住宅での暮らしは当初の最長２年から３年となりました。
震災前から過疎化、高齢化が進んでいた町で、震災後では人口統計上 10 年先の予想値が現実のものとなっ
ています。70 代以上の方にとって、「復興」を見届けられるか、家の再建（広い場所に移りたい）なるのかを
気にかけながら、あきらめの気持ちも出てきています。目を背けたくなる現実の中で、お年寄りの生き甲斐づ
くりのため、バラバラの仮設で暮らす方々を元の地区に集め、お茶っこというサロン活動が行われています。
生活基盤や子どもの教育などの不安から住み慣れた地を離れる若い世代の流失が続き、雇用保険の延長も切
れた今、子どもたちもさまざまな別れと遭遇し、生活も一変したことはいうまでもありません。私の訪れた岩
手県大槌町でも、地震、津波、火災の影響で、町内の４つの小学校、１つの中学校が被災し、合同の応急仮校
舎での学校生活、通学はバスでの送迎が中心となりました。来年４月からは小学校４校が統廃合され、中学校
とともに一貫校となることが決まりました。ここにきて、授業に身が入らない、ふさぎ込んだり、学校にいけ
ない、いきたがらない子も増えてきています。
縁あって、東京都渋谷区で若者支援を行うＮＰＯ法人の、岩手県大槌町の子ども・若者とかかわる活動のた
め、昨年６月から毎月１,２回現地を訪問しています。「この地域から離れたくない」「復興の役に立ちたい」
と思い続けている高校生グループと出会い、東京の高校生と交流、彼らとともに民生委員主催の地区のお年寄
りサロン活動や、地域の理解を得て子ども・若者の居場所をつくってきました。地域の方々は、若い世代との
かかわりを望み、若いエネルギーを必要としています。大槌の全ての子ども・若者が復興の担い手として育つ
ことに、微力ながら携わらせていただいています。被災地に限らず、この国の将来を担っていく若者のために、
国家予算を付けてくれればと思います。
はるかぜ書店では、大槌の復興支援となる「チョコボ（中身はクランチチョコレート。チョコレートを食べ
てボランティアをしようの略）」やミサンガなどを販売しております。ぜひご購入いただき、ご協力ください。
石川隆博

あばうと

ハロウィンイベント＆お泊まり会！

10 月のあばうとのメインイベントは…何といってもハロ
ウィンお泊まり会！ 仮装して、スタンプラリーに参加して、
銭湯に行って、たこ焼きを作って、夜中まで騒いで（!?）と、
盛りだくさんの 1 泊 2 日を楽しみました。
もちろんその他にも、お菓子作りで杏仁豆腐を手作りした
り（豆乳入りで、超美味 !）、ボーリングに行ったり、カード
ゲームをしたり、と色々やりました☆ カラオケは総勢 12 人
という大人数で、一部屋に。ボーカロイドの曲から、懐かし
の少年隊まで熱唱。みんな次々に曲を入れて、あっというま
の３時間でした。
甘い匂いのパンケーキ♪
商店街の福引のお手伝いにも、あばうとメンバーが参加し
て、上町を盛り上げてくれました !
石井利衣子

相談・カウンセリング

小学生と就労の狭間で

時代が子どもと親を悩ませる。子どもは多様な障がいで拘りや偏りを表現し、学習や集団生活の学校に苦
戦する。親は子どもの学習の遅れやクラスの暴言暴力といじめ情報に困惑する。親は子どもを責め、学校の
対応を批判するが、心の奥底では子育て不安と子育て責任を感じ自信を失う。
ストライク！？
一方、学校を中退しあるいは卒業しても何年も社会への参加をしていない若者がいる。就職してもすぐに
辞め、その後は就職活動から遠ざかる若者がいる。厳しい時代に自分の状況を否定的に受け止め、孤立と孤
独を実現してしまう。
小学生には中学生や高校生、思春期という自己実現を叶える時代が待っている。若者はそういう時代を過
ごしてきた。いずれにしても、未来や過去を問いても意味はない。「今、ここで」である。子どもや若者の
状況を受け止める私は、あるべき姿ではなく、今ここにいる自分を信頼することを実感する。今ここでする
こと、今ここでできることをやってみる。この力を手にするには、悩みを分かち合い、悩みから課題を整理
しまとめる相談から始まると考えます。
滝田衛

【ご案内】内閣府 シンポジウム
「困難を有する子ども・若者の自立を目指して
～社会システムとしての出口への模索～」
11月11日(日）11:30～16:00 横浜市開講記念会館
宮本みち子氏(放送大学教授)講演とパネルディスカッション(滝田が進行役やります)
団体紹介展示(アンガージュマン参加)
教育コラム

第４回

いじめと不登校(１)

学校へ行けない、学校へ行かない不登校。教師には“手ごわい子ども”だ。教師は「(私が)嫌われている
」「いじめがあったのか」と悩む。「本人の問題」「親の責任」と回避する教師もいる。多くは、距離を置
き忘れてしまう教師だ。
不登校に原因はある。大きくは環境だ、学級・学校環境。学校は明治時代、軍隊を手本にした。日本の軍
隊はいじめを公認し、上官・年長者・経験者優位、絶対服従を育てた。民主主義の現代の学校でも受け継が
れ、個人を基調とした学校は成立しない、学校ありきだ。集団化できない個人を矯正し、性格直しが横行
し、いじめが温存される。現在でも子どもの教育を実現できていない。できているのなら不登校はないはず
だ。教育制度が個人を保証していない。
Ａ男は騒がしいのが嫌いだ。前の男子がうるさい。その子を注意する隣の女子の声が苦手だ。更に、叱る
先生が怖い。Ａ男は大人しく優しい子だ。「もっと男らしく」「友達つくれ」と生徒に、教師に、親に言わ
れ、学校を避けたくなった。数日休むと、仲良しの子が誘いに来た。うれしかった。その子が「男らしくい
こうぜ」と。僕は男らしくない？ と不登校を決めた。
Ｂ子はいつもニコニコしていた。笑顔が素敵だと言われていた。中学生になるとニコニコしている自分が
変かなと、戸惑うようになった。勉強は出来た。小学校からライバル心の高い女子が「作り笑顔ってブス」
とつぶやいた。その子が同じ塾へ入ってきて、他校の生徒にも「作り笑顔ってブス」と言った。ブスの一言
が気になって気になって、自分を傷つけた。塾をやめ不登校となった。
Ｃ男はサッカーが好きだった。技術も高く中学では３年生と同じレベルだった。活発で友達も多く優しい
子だった。C男は１年生から外れて、２・３年生と一緒に練習した。１年生がグループ化して、下校時も練
習試合往復路もＣ男と別行動をとった。状況を理解するようになると、１年生集団の後を一人で歩いてい
た。情けなくなった。サッカーがつまらなく、学校へ行くのをやめた。
３人は自滅？ こんなことがあっていいのか。精神的に強くないから、大人しすぎるから、不登校とな
る。子どもを中心に置いていない学校の現実。
滝田衛

