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月(Mon)

火(Tue)

水(Wed)

木(Thu)

金(Fri)

冬休みのお知らせ
あばうと
ネクスト
キックオフ

3

4

12/22～1/9
12/29～1/6
12/29～1/3

5

14:00 スマトーク

日(Sun)
2

※

※

14:00 簿記講座

8
※

9

※

14:00～16:00
保護者会

学習サポート

学習サポート

11

10
14:00 簿記講座

学習サポート

山形物産市

学習サポート

12
14:00 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

学習サポート

学習サポート

18

学習サポート

学習サポート

24

学習サポート

※ 25
11:30 農業体験(長井)

※

学習サポート

汐入のヴェルニー公園入口付近にて
芋煮の販売を行います。
年越しは
アンガージュマンのみんなと一緒に！

(予定)
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内閣府特命担当大臣表彰を受賞
アンガージュマン･よこすかが平成２４年度子ども若者育成・子育て支援功労者表彰の子ども・若
者育成支援部門において内閣府特命担当大臣表彰を受賞いたしました。１１月２１日（水）総理大
臣官邸大ホールにて表彰式が執り行われ、代表者として島田が、随行者として石井が行って参りま
した。
内閣府によると、この表彰は子ども・若者を育成支援する活動及び子育てと子育てを担う家族を
支援する活動において顕著な功績があった企業、団体又は個人を顕彰し、もって、子ども･若者の健
やかな成長に資することを目的とする、とあります。この表彰は子ども若者育成支援推進法の制定
に合わせて平成２２年度より行われています。
今年度、子ども若者育成支援部門においては、都道府県・関係省庁より８５件の推薦があり、選
考委員会で選ばれた１５件が内閣府特命大臣表彰を受けることになりました。
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日頃からご支援、ご協力いただいている皆様には直接ご報告させて頂きたいところですが、まず
は誌面にて感謝の意を申し上げます。また、極めて劣悪な労働環境にもかかわらず最大限の力を発
揮してくれている職員、ボランティアにもこの場を借りて労をねぎらいたいと思います。何よりも、
これまで通り地道な取組みを継続していくことで子どもたち、若者たち、関係者の皆様の期待に応
えて参ります。これを機会として、益々努力することをここに誓い、報告とさせていただきます。
理事長 島田徳隆

☆懇親会☆
19：00～21：00
参加費 3,000円
※20才以上のみ
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11:30 農業体験(長井)
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学習サポート

イベント

日付

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
物産市
物産宅配
昼食会

土日祝日除く ５名 話やゲームの相手、ともに過ごす
12/11(火）
３名 物品販売、品物陳列、チラシ配布
３名 検品、仕分け、梱包、配達
毎週水曜日
（5.12.19.26)３名 調理、盛りつけの補助
12/7.14.21
５名 ともに過ごす
12/26
５名 通信の折り、封入、封止め
平日
14:40～16:00 ２名 町内の巡回、見守り

夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
通信発送作業
下校時の防犯
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総理大臣の祝辞には「地域の力、市民の力、NPO の力、そうした様々な方々の持つ力をつなげ、社
会全体で支援の輪をもっともっと、広げていかなければならない」とあります。私たち NPO に求め
られているものは本来の子ども・若者に向き合うことのみならず、支援の広がりと連携を担うとい
うことでしょう。上町商盛会と一体となって取り組んできた活動こそが今回の受賞につながったこ
とであると捉えています。もともとある地域の力を借りながら、NPO のもつノウハウを加えて新しい
形で支援を提供する、ということが最も求められていることではないでしょうか。

今月のボランティア募集
定員
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Le Engagement

学習サポート
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12:00 昼食会(300円)

(はるかぜ書店前)
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発行

アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意

平成２４年度子ども若者育成・子育て支援功労者

14:00
ラッピング講座

12:00 昼食会(300円)
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2012年(平成24年)

主な活動内容

物品募集

・加湿器 ・布団干し・電気ポット・ボイスレコーダー
・物干し竿・物干し台・エアコン
シェアハウスが始まり早１ヶ月。実際に暮らし始めると、色々と必要なもの
が見えてきます。
上記以外にも、生活用品等があれば、お声掛け頂けると嬉しいです♪

3000×100
キャンペーン
アンガージュマン・よこすかでは
3,000円の寄付者を100人集める
キャンペーンを行っています。
寄附金は、子ども・若者支援の為
に活用させて頂きます。
【ゆうちょ銀行】
口座記号番号 00210-4-112822
口座名 アンガージュマン・よこすか

さかのうへのたはごと

島田徳隆

先月は風邪などをひいてしまい、記事の締め切りに間に合わず、
予定の記事を全てイシイに任せしてしまいました。
ご心配をおかけしたことをこの場を借りてお詫び致します。
休んでいて改めて感じたことは、つまらん！ということです。
アンガージュマンに加わって以来、辛いことや苦しいこと悩むこと
の連続 ( 楽しいことはないんかい！？笑 ) ですが、アンガージュマ
ンで起こる全てのことを体験したい、と思っています。だから、
休みたくないのです。
先月末からはシェアハウスがはじまりました。紆余曲折あり、ようやく開始にこぎつけたのです
が、実にいい家です。何しろ、古い木造の平屋建て。私が住みたい！！ とみんなに言ってます。
私を始めとして、スタッフみんなが参加したいと思うような事業をやっていきたいと思います。
その想いこそがきっと、子どもたちや若者たちに伝わるはず…

キックオフ

ネクスト

イベント目白押し！

11 月の 10 日～ 11 日はイベントがぎっしりと詰まっていました。10 日は、よこすか産業まつり＆朗読劇「ハッ
ピーバースデー」11 日は、よこすか産業まつり・山形物産市・佐藤初女講演会と色々な所へスタッフも研修
生も忙しい状況でした。
そんな中で行った山形物産市では、上町の防災訓練と重なった上、雨まで降り出し、道行く人も疎らでした。
里芋などが売れ残ってしまいましたが、翌日から少し値段を下げて販売を行い、完売しました。一方で佐藤
初女講演会での書籍販売では、以前に同様の講演会で販売したデータをもとに仕入れを行ったところ、講演
会が始まる前に一部の書籍が売り切れ、主催者やお客様にご迷惑をお掛けする場面がありました。今後、も
う少し仕入れについて検討することが必要だと感じました。
石川藍
商店街から請け負うお仕事の一つにゴーヤのグリーンカーテンがあります。夏の初め、歩道に置かれたプ
ランターにゴーヤの苗が植えられます。そのプランターを目印に、アーケードの上からネットを垂らし、下
側をガードレールの内側に固定します。アーケードの上と地上で、息を合わせながらの作業です。すくすく
伸びたゴーヤに可愛い黄色い花が咲き、緑色の葉がネット一面を覆い、風にゆったりと揺れ強い日差しを遮っ
てくれます。
しか～し！ 私は｢なぜゴーヤなのかなー？」「朝顔のほうがきれいなのにー…」と以前からささやかな異
議を唱えていました。でも今回、ネット回収をしていて気が付きました。あるプランターに朝顔が植えられ
ていたのです。ネットに残っていた朝顔は枯れていてもしっかりとからみついていて、おいそれとははがせ
ません。これに対してゴーヤの蔓は案外簡単に外れてくれるのです。後始末まで考えると、やはりゴーヤな
のですね。それに、( 苦いけど ) おいしい実もなりますしね。
今年も、冬を目前にゴーヤネット回収作業も無事終了しましたー。ご協力頂いた商店街の皆様、ありがと
うございました！
萩原恵子

あばうと

みんなで記念撮影
11 月のあばうとは、子ども vs 大人のパン作り対決！！ ２vs２に分かれ、レシピを参考にパン作り開始。
子どもたちはレシピだけでは不安なのか色々と大人たちに聞いてきます。しかし、大人たちは勝負事なの
で本気なため、質問には答えず ( 笑 )。それでも何とか、話し合いながら N ちゃんと R 君は協力してパン作
りを進めていきます。
どちらのチームも順調に進み、成形の段階で発酵して膨らんだパンを子どもたちが見た時には「うわぁ～、
すごい膨らんでる～！」と少し興奮気味でした。膨らんだパンの感触を確かめながら成形をして、少し置い
た後、いよいよパンを焼きます。N ちゃんが積極的に動いてパンをオーブンに入れスイッチ ON ！ 大富豪を
準備中
しながら焼き上がりを待ちます。。。
フリマ、おつかれさま！
そしてパンが焼けて出来上がりを見た時には、「うまく焼けてる！」と自分たちで作ったパンに感動した様
子でした。味も申し分なく、「焼きたてでおいしい！！」と食べていました。
初めて○○○をする、というのは楽しみと不安がありますが、挑戦して達成した時の嬉しさは本当に何と
も言えないものがあり、それがまた子どもたちの成長につながるのだなと、子どもたちの様子を見て思いま
した。
ボランティア 魚川純平
あばうとの日常は気まぐれ。 突然、 いろんなことが始まります…

ボランティア

すっかり秋も深まり寒空が広がる季節となりました。受験生が手提げを下げながら図書館に向かう姿を
よく見ます。その光景や寒く乾いた空気が自分が受験生だった頃を思い出させます。
はじめまして。ネクスト講師の原資頼です。ご存知の方もいるかもしれません。元ネクスト生徒の原資
頼です。
7 年前、自分はあばうとに遊びに行きながらネクストに通う生徒でした。自分は勉強が大嫌いで、宿題も
やらないで遅刻する問題児でした。
そんな問題児が勉強と接していられたのは、ネクストのアットホームな空気だったのではないかと感じ
ます。生徒の立場に立って苦手意識や不得意な部分を克服しようとする講師の姿勢が、自分を勉強と繋げ
てくれていたのではないのかと思います。
講師になって半年ですが、自分に教えてくれた講師の先生のように、生徒の立場になって勉強のことを
考えていければいいなと思います。
原資頼

昼食会

心をととのえるためにも…おいしいごはんの効能！？

お腹を程良くいっぱいにすると、心も気持ち良くなると考えています。夜にスタッフ会議を行う時なども、
そばやうどんなど軽くお腹に入れてから始めました。作る手間より、穏やかな気持ちでのぞめ、集中できる
方がずっと良いと思います。
昼食会では、食事のしめくくりのデザートも重要です。少しばかりの意外性も時に含んで、楽しくおいし
く終わることが大切。一日の生活リズムのメリハリにもつながると思っています。
萩原恵子

相談・カウンセリング

パンづくり対決！

お習字大会

自分がそうしてもらったように、接したい。

紙飛行機大会

ＵＮＯ大会

受け入れ側の課題とは

「ボランティア」をキーワードに、当法人に訪れる人々のなかには、ひきこもりやニートの経験を活かし
て団体を立ち上げることを目指す若者もいます。県内で活動をする他団体を訪問をした後、訪れる方もいま
す。スタッフが対応すれば、本来の事業に支障が生じるケースもあり、お越しになる方に十分な対応ができ
るとは限らないのは、どこの団体も同じだと思います。
ボランティアを募集しても、実際の受け入れに際しては、本末転倒と思えるぐらい時間を奪われることも
あります。一方では、当法人を知っていただく広報的な観点もあるので、どのように対応すべきかは頭を痛
めるところです。ただ、
「なんとかしたい」という気持ちを持つ若者が増えていることは心強く感じています。
石川隆博

沈黙と、話すという自由

あきらめる、未来はない、沈黙。そんな姿の若者に会うことが多い。これは事実だが、本当に諦めている
のだろうか？ 私の答えは、否である。私たちが生きることは、必ず未来に向かう。過去に傷つき、拘る自
分があっても、私たちには平等な未来がある。確かに条件や環境は平等ではない。苦労はするし辛いことも
ある。
さて、ある若者が言葉を発した。8 カ月のカウンセリングの結果？ ( 実は 2 年半経過している ) 「期待し
ないで」の断りの言葉と共に、自分の興味を語った。
沈黙を決め込む若者は、言葉を発すれば、期待され具体的な行動を促されることを承知している。期待さ
れ行動することに自信がない、だから沈黙を決め込む。言葉を発しても、言うだけでも許されるカウンセリ
ング。いわゆる悪循環を断ち切る、それがカウンセリング。
そう、私たちが私有できる自由は「話す」ことだ。言いたいことは言う。やりたいことを言う。それでい
いのだ。現実は、言ったことに責任を取らせようとする社会がある。「言ったじゃないか」だ。背景は自己
責任だ。今思うが明日は分からない。敢えて言えば、僕はそれでいいと思う。なぜなら、気持ちと現実は違
うからだ。なりたい自分を語れる時間、それが自由な時間。カウンセリングはそういう時間でよいのだ。そ
こに生きていくヒントが見つかる。
滝田衛

教育コラム第５回

いじめと不登校 (２)

いじめる側が不登校になる場合がある。よく言われる、いじめた側がいじめられるということだ。目には
目を、歯には歯を？ 空しく悲しい事実だ。
A 男はツッパリの番長。代々受け継がれてきた立場を譲り受けた。かのように見えたが、違っていた。上
級生に取り入るのは上手かったが、同級生の面倒見が悪かった。中学 3 年になった 5 月、同級生とタイマン
（1 対 1 の喧嘩 取り巻きが見ている中で）をはった。グループの男子が「俺は喧嘩が強い。○○を一発で倒
してやる」と A 男が言っていると吹聴し裏切った。もともと気の小さい A 男、タイマンに臨み、10 数人の
前で殴られ土下座した。
態度は急変、遅刻してくる、窓から教室に入る、放課後は一目散で帰る。もちろんトイレはいかない。こ
の様子に気が付くまで 1 週間かかった。家庭訪問して詳細が分かった。A 男を支えていたクラス男子の家庭
訪問をして更にいじめの実態が分かった。執拗に暴力が繰り返され、無抵抗の A 男が 10 数人に殴られていた。
A 男は「俺が悪いから仕方ない」と言うが自信喪失状態。親はグループから抜けてよかったと。学校では、
暴力への謝罪とグループの解体に向け、学年教師が取り組んだ。
A 男は不登校状態。僕は学級会でお願いした。「A 男のやってきたことは認めないが、反省をしている。不
登校の A 男を支えてほしい」と。A 男を非難し吐き捨てるような意見が出た後、クラスは妙に団結した。こ
ういう時は救いの手が上がる。ツッパリグループ中心男子と仲の良い B 子が、
「私がグループに言ってやるよ。
うちのクラスの子だから」と。気持ちだけは頂いて、決して個人で動かないように伝え、学級会は終了した。
その後、A 男は 1 学期末 7 月まで、朝は窓から入室、帰りの HR なし帰宅、学級の活動なし、トイレは 5
人が同行、特別扱に徹した。クラスはいじめ防衛隊となった。9 月体育祭から A 男は応援団長で復活、文化
祭もクラスの中心となって過ごしていった。「罪滅ぼしです」と自嘲気味のうつむきが微妙だった。
卒業後の A 男、この事実からはなかなか解放されず、さまよい続けていた。
滝田衛

