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アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意

2013年1月のアンガージュマンの予定
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物品寄付募集

模擬試験

こたつ布団などは、フリースペース
で使いたいと思います。ご家庭に
不要のものがあれば、ご連絡下さい。
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12:00 昼食会(300円)

14:00 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱﾐー ﾃｨﾝｸ゙

16:00 簿記講座

12:00 昼食会
　　　(300円)
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12:00 昼食会(300円)

14:00 簿記講座

13:00 ボーリング

14:00 
　　ラッピング講座

14:00 簿記講座
11:30 出荷体験(長井)

11:30 出荷体験(長井)
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2013年1月のアンガージュマンの予定

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

イベント　　　日付　　　　定員　　　　　主な活動内容

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
物産市　　　　1/11　　　　３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布
物産宅配　    1/24,25　　 ３名　検品、仕分け、梱包、配達
昼食会　　　　1/16,23,30　３名　調理、盛りつけの補助
夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ　1/11,18,25　５名　ともに過ごす
通信発送作業　1/30　　　　５名　通信の折り、封入、封止め
下校時の防犯　平日 
              14:40～16:00２名　町内の巡回、見守り 

今月のボランティア募集

参加希望の方は、お問合せ下さい。

リエゾン宅配
大楠山登山

あばうと　1/10　 ネクスト　1/7
キックオフ　1/4　はるかぜ書店　1/4

各事業は以下の日付より開始します。
お間違えのない様に、ご確認下さい。

・書き損じハガキ
・未使用ハガキ/切手

・ブランケット
・こたつ布団
・こたつ敷き布団

本・雑誌のご注文は｢はるかぜ書店｣へ。
　　　　　　　　　　　　電話　046-804-7883

新年のご挨拶　武士は食わねど高楊枝

　あけましておめでとうございます。会員、支援者をはじめ、関係各位には旧年中はお世話になりま
した。今年もより一層のご支援、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

　昨年は理事長の交代、店舗の合併、シェアハウス事業の開始、内閣府表彰（先月号と今号別紙参照）
という本法人にとって大きな転換になりました。しかしながら、本法人設立以来の最も厳しい局面を
迎えております。ただ、それもこれまでの経営のツケが回ってきただけで、私たち若い世代がそのツ
ケを背負って生きていかなくてはならないのは、現在の若者全ての状況と同様で本法人に限ったこと
ではありません。お金だけではなく経験や知識も不足しており、引継ぎは上手くいっておらず関係各
所には大変ご迷惑をおかけしました。この場を借りてお詫び申し上げます。

　さて、新年を迎えるにあたり、今年の抱負を皆様にお伝えいたします。体制が変わり、しっかりし
た経営基盤を築くことが目下最優先の課題です。そこで、本年から助成金に頼らない経営を目指し、
既存の事業を見直して、事業をしっかりと行っていくことと考えています。フリースペースは必要な
のか、学習サポートは従来どおりでよいのか、就労支援についても多様な取組みを継続していくこと
べきか。本法人の取組みがより分かりやすく、利用しやすい形態を取らないとなりません。子ども、
若者に必要とされているのかどうか、常に検討しなくてはならないことではありますが、アンガージュ
マンの独自性を大切にしつつ、新たな挑戦をしていきます。

　フリースペースは極めて居心地のいい空間になりました。いわば「茶の間」といった雰囲気になっ
ています。店員（研修生）がお店の奥の茶の間でちょっとひと息、という利用の仕方もあるでしょう。
元気な子どもたちと一緒に過ごすことで新たな自分を再発見したり、コミュニケーションを学ぶきっ
かけを得ることが出来ます。子どもたちにとっては家庭や学校以外の安心できる居場所。今まで以上
にゆっくりのんびり過ごしています。再出発をするためのエネルギーを溜めるには最適の空間になっ
ています。

　学習サポートは極めて明るい空間になりました。一対一の個別指導は変わりませんが、昨年度にス
タッフは一新され、一人一人に寄り添う体制が強まりました。学習をするだけでなく、様々な課題や
悩みに一緒に向き合います。個別指導だから出来ることでもありますが、本法人の蓄積されたノウハ
ウがあるからこそ、多様な支援も可能になるのです。講師と子どもが一対一で関わるだけでなく、本
法人に集う子どもたちや若者たち、支援者や関係者との関りが出来ます。学習だけでなくコミュニケー
ションも学んで欲しいという願いがあります。

　就労支援ははるかぜ書店の店舗移転があり、こぢんまりとしましたが、他の事業との一体感が高ま
りました。シェアハウスが始まったこともあり、支援の厚みが増しました。シェアハウスで過ごして
書店で研修を行う、そんな一日を共に過ごす体験は人間関係を学ぶ上で効果的。つかず離れずの距離
感を学んでいます。次年度を目指して｢商店での研修｣という意味合いを強める計画を立てています。
また、はるかぜ書店開店時のような自主性を育む研修内容を再構築します。

　日本を代表する団体の自負と誇りを持って、スタッフ一同一丸となって事業に取り組んで参ります。
武士は食わねど高楊枝。私たち若者の生き様を世に問い続けます。横須賀の坂の上、上町の片すみか
らアツく、しかし肩肘張らずに、あなたとともに。



みんなで作るクリスマス会☆あばうと

懇親会

ボランティア ボランティアという言葉の意味

相談・カウンセリング みんなで分かち合うこと　ひとりでガンバらない

キックオフ　　教え合い、学び合う…簿記講座＆書店でよみきかせ

ネクスト 充実した冬休みを！

あばうと みんなで作る☆クリスマス会☆

ちなみに、今回のメニューは・・・
・　ケイコさん特製おでん
・　パエリア風炊き込みご飯
・　自家製チャーシュー
・　ネギ塩鶏
・　キノコの柚びたし
・　山形の玉こんにゃく
・　山形のひたし豆(くらかけ豆)
・　白和え
・　蓮根のきんぴら
・　カニとアボカドのサラダ
・　リンゴとチーズのサラダ

  冬休みは子どもたちにとって、楽しみがたくさん。クリスマス（プレゼント！）にお正月 (お年玉！ )。友達
と遊びに行ったり、家族で出かけたり。ＴＶでも特集が増えて、見たいものがたくさん。と、そんな中で、勉強
する時間を取るのはなかなか難しくなるのも、仕方がないのかも。でも、充分に楽しみを満喫したほうが、気
持ちを切り替えて勉強に集中できるのかもしれませんよね！？　ネクストで勉強している皆さんも、メリハリ
をつけて、楽しい冬休みを過ごして下さいね！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井利衣子

  教育コラム第６回　いじめと不登校 (３)
　転勤した学校の 3学年、不登校が多かった。クラス 36 人中、不登校が 8人。何とも寂しい。背景に約 30 名のツッパリ軍団
がいて、落ち着かない学校。　　
　4月相談に来た父親は「息子の服装違反を認めて」、ある母親は「いじめをなくして」、更に「怠けている娘を叱って」と他の母親。
学校に行けない苦情だ。何とかしたい。とにかく学校を出て地域を歩く、家庭訪問を始めた。「どうして短ラン着たい？」「い
じめられる理由は？」「学校はつまらない？」と生徒に聞くが答えない。当たり前、教師の信用は低い。そこで親と話す。家だ
から安心、学校の不満続出。「何もしてくれない」「生徒に負けている」「授業がつまらない」と。2時間ほどで話し方が変わっ
てくる。「家の子も我がまま」「先生も優しすぎ」「学校も大変」と。親も困っている、と実感。その後も訪問を続けると生徒は
話し出す。学校への“抗議”だ。反論したいがここは聞き役。
　5月職員会議、指導方針の改革、「服装指導より学習権保障」を提示する。軍団のアジト (山小屋？ )へ押しかけ、お土産に
タバコとシンナーを持ちかえる。軍団の親に集まってもらい意見交換。不登校生徒には出前授業 (勉強会 )を始めた。
いじめ被害の A男の家で友人 2人と勉強会、3人とも勉強ができる。すぐ終わって TV ゲーム。「明日迎えに来るから」と友人。
翌日校門で 6人づれの A男と出会う。B子は一人親家庭。親が病気、心配で学校へ行けない。一番嫌なのは学校が騒々しいこと。
5月、授業は落ち着いた。空き時間に家庭訪問。「さあ行くぞ！」っていう勢いで車で学校へ。少しずつ学校へ来るようになった。
　軍団が問題視されるが、特殊学級 (現支援級 )生徒の良い遊び相手。ある意味優しい。軍団はズルい子、裏表がある子、教
師に良い顔する子が嫌いだ。そういう生徒を見抜けない教師が許せず、軍団の“掟”で支配する。軍団の“掟”・暴力の一掃、
どの子にも分け隔てなく向き合える学校を確立することが急務。
　10 月の授業中、軍団と生徒会役員 C男がいない。屋上でいじめ現場発見、軍団１０数人が取り巻く。理由は C男が女子の悪
口を言ったと。軍団解体のチャンス。２週間後 C男に番長が謝罪し軍団は拡散し始めた。進路もあり、これまでの地道な教師
の多様な取り組みが実を結び、生徒への信頼が回復した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝田衛

  12/22（土）、アンガージュマンを会場に懇親会を行いました。会員の方やキックオフ研修生、支援者や他団
体の方にもご参加頂き、スタッフ・役員も加わり、楽しい会となりました。美味しいお酒の差し入れも頂き、スタッ
フの恵子さんと石川藍さんと私の作った料理も、ほぼ完食！　法人の運営に関する熱い話から酔っ払いのふざ
けた話まで盛り上がり、まさに混沌としたアンガージュマンらしい一年のしめくくりになったのではないでしょ
うか？　来年も、楽しい仲間と一緒に美味しいお酒とお料理を味わえる年にできれば最高ですね！ 石井利衣子

　簿記講座を始めて 1ヶ月半が過ぎました。キックオフ研修生の出席率は
とても良いのですが、中には来れない場合もあります。みんな初めて学習
する分野だけに、１回休んでしまうと授業についていくのも難しくなって
します。そんな中、研修生同士で教え合う姿が見受けられるようにもなっ
てきました。教わる方はもちろん、教える側も理解が深まるので、とても
良い感じで勉強が出来ています。
　また、講座の最後に分からなかった事・なるほどと感じた事を紙に書い
て出し合い、改めて石川隆博先生が解説をしてくれます。
疑問にもその都度対応でき、理解が深まるので、みんな学習意欲を継続で
きています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川藍

　はるかぜ書店では毎月１回、ボランティアの講師お二方にお願いして、絵本のよみきかせを行っています。
図書館でもよみきかせを行っているお二人。子どもたちとのあうんの呼吸で、あっという間に、絵本の世界へ…。
最近では｢今月はいつ？」と聞いていただける程、お客様にも定着して、会場であるカフェスペースがいっぱい
になる程です。近隣の幼稚園等に、手作りのポスターを貼らせて頂いている効果も出て来たのかな？　書店員も、
毎回手作りの消しゴムハンコを作成するなど、工夫をしています。(スタンプを５個集めた子には、メダルを
差し上げています。）絵本の色彩や物語の楽しさに触れる機会は子どもたちの成長にも大きな役割を果たします。
帰りがけには｢ほかのお友達も誘おうね｣なんて声も聞かれます。今後とも継続的に行っていければと思います。
今年もよろしくね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 萩原恵子

鶏！丸焼き！！鶏！丸焼き！！鶏！丸焼き！！

  はるかぜ書店と harucafe がフ
リースペースと同じ建物へ統合
して以来、スペースも狭くなり、
「本屋」だということが分かりに
くくなってしまった感がありま
す。看板代わりのブラックボー
ドに店名を書いてはあるものの、
なにせ小さくて、お客様に気付
いてもらえてないかも…。
　それを見かねた理事の高橋さ
んより、外観のガラスに貼るフィ

ルムをご寄付頂きました。写真でみんなが貼りつけている「本」の下
部には黄緑色のイラスト。さらに、大きな「はるかぜ書店」と
｢harucafe」のロゴも作って下さいました。これで、通りを歩く人は
もちろん、バスの中からでもバッチリ見えそうです。

店舗外観に店名フィルムを設置しました。

シェアハウス

　いじめや不登校、社会的ひきこもりの根底には”ひとり”が横たわっている。無縁社会、孤独死が話題となっ
た数年前が思い起こされる。その背景には｢自分の力で解決する｣｢自分のことは自分でする｣小さい頃から親に言
われ、学校で教えられ、社会から求められた悪しき”自立観”がある。成功すれば自分の力を誇り、失敗すれば
自分の非力を嘆く社会だ。相談を受け最近強く思うことは、決して安心できる状況ではないのに、｢困ってませ
ん｣｢大丈夫です｣｢何とか一人でやります｣と自己を閉ざす人に出会うことである。｢困ってます｣｢悩んでます｣｢何
とかしてください｣と心を開く人に出会えない傾向を実感する昨今である。政治や経済、社会の環境に影響され
た子ども若者が引き受ける、時代の閉塞性を実感する。分かち合える相談でありたいと願っている。　　滝田衛

ケーキは
桃のミルクロール

松ぼっくりを
　ぶら下げます

手作りの
キャンドル

  「ボランティア」は一般的な言葉になりましたが、定着したのは阪神淡路大震災以降といわれています。それま
では「（社会）奉仕」の方が馴染みがあったようです。戦時を経験する方々にとっては労働奉仕を思い起こさせ、
強制を前提とする活動に感じるそうです。また「してあげる」といった感覚も強いかもしれません。「ボランティ
ア」は、「奉仕」へのアレルギーや言葉の持つ自発的な意味合いから使用頻度が高まってきたといえます。しかし、
その使い方では「ボランティア価格で」とか「 ○○の仕事をボランティアで」などへとシフトし、通常より金額
が安い（無償）を意味し、「サービス」と同様に感じられます。「サービス」が商業的に使われてきたのに対して、
「ボランティア」には新鮮さや清廉なイメージがあり、代用した感じです。言葉は人々のなかで使われ意味を変え
ていきます。「ボランティア」に自発的（主体的）、公共性（社会性）、先駆性の意味が残るのか。実際にボランティ
ア活動を体験するなかで「ボランティア」を体感していただければと思います。　　　　　　　　　　石川隆博

　今年のクリスマスは、数日前からみんなでフリースペースを飾り付け、手作りのキャンドルを作りました。
当日はチキンの丸焼をメインに、フルーツポンチやケーキ、ピザなどなど…クリスマスソングが流れる中、み
んなで美味しく食べました。ボランティアの方にもたくさん参加して頂き、楽しく賑やかな一日となりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井利衣子

男４人の共同生活・・・

住人たちの話を聞くと、なんとも楽しそう。

学生の下宿という雰囲気が近いでしょうか。

それぞれに料理の出来るメンバーですが、

夕食は主に帰宅の早い M さんがつくってい

るようです。

生活を始めてそろそろ２ヶ月…。建物も古

く、暖房器具も少ないため、年末の寒さに

みんな震えながら過ごしているとのこと。

実家の快適さが身に沁みるかも…。

生活環境を整えたい！という A さんの叫び

も聞こえる今日この頃です。折り紙でツリーづくり

かわい荘便り


