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2013年  3月のアンガージュマンの予定

月(Mon)　　火(Tue)　　水(Wed)　　木(Thu)　　金(Fri)　　 土(Sat)　　日(Sun)
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３月のボランティア募集

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　　　　3/11(月)　　　　３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布　
物産宅配　　　3/21，22　　　　３名　検品、仕分け、梱包、配達
昼食会　　　　毎週水曜日
            　（3/6､13､27）   ３名　調理、盛りつけの補助
夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ  3/1,8,15,22,29　５名　ともに過ごす
通信発送作業  3/29 　　　５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 

harucafe
☆新メニュー☆

・ネパールカレー
　(チキン・ポーク)
　　　　　650yen

・ケーキセット
　　　　　500yen

　　どうぞお試し下さい

【春休みのお知らせ】あばうと　3/23～4/7
　その他の事業は通常通り行います。

シェアハウス「かわい荘」入居者募集中です。
入居資格等、詳しくはお問合せ下さい。

【伝えます】
　私が一番大切にすることは子どもであれ大人であれ「自分らしく生きること」です。アンガージュマンはそ
の人らしく生きることを応援し、｢自分らしく生きること｣の大切さを伝えていきます。しかし残念ながらアン
ガージュマンに来ている子どもたち、若者たち以外にはあまり伝わっている感じがしません。

【二月の問いかけ】
　伝えたいことはあれども、この会報やブログなどでは書けないことがあります。ここ２，３ヶ月はそんな状
況が続いています。お金のことです。先月はニュアンスでお伝えしようと記事を書きました。何名かの反応があり、
大変ありがたく思います。ただ、問いかけについては整理し切れていなかったのでここで今一度、アンガージュ
マンについて書きます。

【アンガージュマンとは】
　法人の理念は大まかに言うと「不登校の子どもたち、ひきこもりの若者たちとその親の支援」と「市民が自
分らしく生きる環境を作る」ということです。ここから現在のパンフレットの表紙に書いてある「自分らしい
生き方を手に入れる場所」という言葉が生まれました。では、自分らしい生き方とはなんでしょうか？

【自分らしい生き方】
　私が２００６年に常勤スタッフになったとき、アンガージュマンに漂う雰囲気を気に入って決意したことを
思い出します。現在に至るまで、その雰囲気は漂い続けています。先月書いたようにゆるやかな感じ、ゆるや
かな生き方といえましょう。スタッフや関係者がここに集まるとそんな雰囲気になります。創業者たちがそれ
を目指していたかどうかは分かりませんが、私はそこに真髄を見ました。以来、少なくとも私はゆるい（≒ぬるい）
生き方をし続けています。

【ゆるい (≒ぬるい )】
　アンガージュマンの雰囲気の真髄が伝わらないことには歯がゆい思いがあります。大きな借金があるために
運営すらままならない状況やそれに伴い創業以来定着しないスタッフ。書店を始めたり表彰されたりすること
で目立つことはありますが、厳しい状況は変わっていません。むしろ、私が理事長を引き受けてから、より厳
しくなっています。しかしながら、真髄をおろそかにしてはアンガージュマンは成り立ちません。

【アンガージュマンの真髄】
　ゆるやかな雰囲気、自分らしい生き方を認める、その根底にあるもの……｢どっちでもいい (どれもよい )｣
｢どうでもいい（どちらもよい）｣｢適当｣の３つの言葉です。これらの言葉は一見ネガティブな面を想い起こさせ
ます。しかしながら、あらゆる事象やあらゆる人を認め、受容し、程良く事を行うには、この３つの考え方を
元にしないと出来ません。古今東西あらゆる局面でこの３つの考え方をないがしろにしてきた感があります。

【｢どっちでもいい｣｢どうでもいい｣｢適当｣】
　例えば、学校に行くということと行かないということとどちらがいいのでしょう。社会生活を営む上である
程度の学歴があることがいいというのは周知の事実です。子どもたちは分かっています。ひきこもりも同様で、
その空白期間を理解して認めてくれる人はいないでしょう。テキトーに、という接頭語が出た瞬間に眉をひそ
められるに違いありません。
　しかし彼らは経験や知恵、技術などを駆使して｢適当｣に判断をして生きています。生きているということが
最も重要なことで、それ以外のことはどうでもいい（どれもよい）こと、あるいはどっちでもいい（どちらもよい）
ことではないでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(島田徳隆 )
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15:00～16:00
絵本のよみきかせ
　＠はるかぜ書店

14:00
　ラッピング講座
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14:00 ボランティア
　　　ミーティング 14:00 お菓子作り

保護者会
14:00～16:00

参加希望・物品提供下さる方はご連絡下さい。046-801-7881　担当　石川隆博

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

リエゾン　宅配

学習サポート        学習サポート         学習サポート        学習サポート        学習サポート

14:00
カフェカルチャー
　(震災について)
　　　＠harucafe

※

※ ※

※※
13:00～17:00
クラフトDay
　　　＠harucafe



ボランティア 損と得…だけでなく

相談・カウンセリング 　雨は止む、傘を閉じよう　絆がすべて　９年の相談業務に終止符

ネクスト 春が来た～

あばうと 宝くじが当たったら！？

キックオフ 駄菓子屋さん、はじめました！　カフェでは、カレーも！

　数回「無償」を取り上げながら、「ボランティア活動」について見てきました。ハーバード白熱教室で一
躍有名になったサンデル教授は、共同体の価値を重んじるコミュニタリズム（共同体主義）の提唱でもある。
「正義に関する原理・原則の面からみれば、政治は単に利益を共有するだけではなく、公共生活における負
担も共有しなければならない」といっています。「政治」を「ボランティア活動」に置き換えてみれば、ボ
ランティア活動における「公共性」の一面も見えてきます。
　戦後、経済を最優先に取り組んできた私たちの生き方に「損」か「得」かという視点が増しました。「正
義」にあるのは、人道にそった「良」「悪」にあるように感じます。時代の流れなのか、「正義」を象徴する
ような「任侠物」や「時代劇」は見られなくなりました。人道も変わり複雑な現在を示しているのかもしれ
ません。多様性を謳う現代、増大した「損」「得」だけでは捉えきれない面を「ボランティア活動」が担っ
ているのかもしれない。活動を通じて「得」だけではなく、「徳」をも理解する場にしてほしいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石川隆博）

　最近のあばうとで盛り上がった話と言えば、宝くじ！　当たったらどうする？　家を買う、服を買う、そ
んなのお店ごと買えるよ～、自分でお店を作りたい！　じゃあ、そこでアルバイトする～、などなど夢は広
がるばかり (大人も。いや、大人の方が！？ )　フリースペースと店舗との共存は以前からの課題ですが、
さすがにうるさすぎたかも…。
　もちろんいつも通り、トランプで大富豪をしたり、上町商盛会の福引を手伝ったり、ビーズでアクセサリー
を作ったり。ソレイユの丘へ遊びに行って、かわいい動物と触れ合ったり、アーチェリーにも初挑戦しまし
た。２月末には、登山企画第２弾、鷹取山に登る予定です。その報告はまた次回！　　　　　　（石井利衣子）
　

　合格発表！　嬉しい知らせが届いています。高校へ、大学へ、それぞれの道へと進んでいく、その為の準
備をネクストで着実に重ねてきた結果です。足りない部分は何か、やりたいことは何か、学習をしながら考
え続けてきた彼らの一つの答えです。ネクストでは、ムリヤリ勉強させることはしません。彼らが、自分か
ら必要だと感じて取り組んできたのです。不安を乗り越えて、新たな一歩を踏み出すためのスタートライン
に自分の足で立った彼らの笑顔は、スタッフ・講師にとって何よりの喜びです。　　　　　　（石井利衣子）

教育コラム　第８回（最終回）　不登校を覚悟するいじめ

　さて小論のテーマ、「ユウキだし、学校やすも」を説明しよう。中学１年生 A男が不登校となった。最初
は「お腹が痛い」と言って休みがち、ある日からプツンと行かなくなった。母親は「行きなさい」叱責、布
団をはがし着替えさせ、立てこもるトイレのドアを破壊する行動へ。A男は母は好きだが従わなかった。学
校へ行かない理由を言わない、親にも先生にも。母親は学校へ何度も通ったが、進展は何もなかった。A男
は学校以外の病院や相談所へ母親と出かけたが、やっぱり何も語らない。母親は分からなくなり、悲痛にく
れた。
　２か月が過ぎ、母親は力が抜け始めた。医者の「ゆっくり休ませてください」のアドバイスを受け止め、
家で自由にさせた。相談した NPO スタッフの言葉を思い出し、「学校行かなくていいよ」と A男に話す。怪
訝な顔をしていたが、数日で笑顔になり元気が出てきた。半年が過ぎると A男は外出した。母親は事前に集
めた情報を A男に話し、フリースペースの見学へ。正直、A男は嫌な気持ち、不登校のレッテルを張られる
ことに。でも、家にいても母親を困らせると思い、決心して通い始めた。最初の一週間は黙ったまま、次の
一週間は少し早く行って他の人たちを観察した。一か月が過ぎると緊張が取れ、気を使わず自由に過ごせる
ようになった。何とスタッフに学校でいじめられた話を始めた。もう不登校は気にならなくなったが、通う
道中の人の視線に気疲れした。
　８か月後、２年生となり学校の話は大丈夫となった。担任も変わり、家庭訪問を受け入れた。会ってみる
と学校へ来いとは言われなかった。逆にゲームの話しや雑談、ゲームで遊び楽しい担任だった。週１回の訪
問を待つようになった。２か月もすると心も通うようになった。そんな折、担任が「A男は優しいな。不登
校はもったいないよ、勇気出して学校へおいで」と言って帰って行った。前半の言葉はうれしかったが、後
半の一言に絶望した。翌日、A男はフリースペースのスタッフに昨日の話をして、こう言い放った。「俺は
勇気をだして学校を休んでいる。学校は勇気を出していくところではない。あの教師は分かっていない。学
校は絶対に行かない」と拒否した。
　安心や信頼は相対的なもの。戦争をその先の貧困を超えてきた先の世代の価値観 (我慢・忍耐・努力と叱
咤激励 )を尊重しながらも、新たな時代には新たな価値観 (理解・工夫・創造と共存共栄 )に直面する子ど
もたちがいます。時代状況、教育環境を再考したいものです。　　　　　　　　　（とりあえず完　滝田衛）

　昨日夕方、５年にわたって相談を重ねてきた若者から「K歯学部に合格しました」と電話をもらいました。
中学で不登校、病気を発症して１０余年の闘病生活。不安障害状態からのカウンセリング、月１回の散歩（タッ
キー散歩）に始まり、認知行動療法的なカウンセリングを実施。日本語・英語検定試験、ネクスト学習支援
から進路検討、フリースペースを利用し、今年度１年限りの受験生へ。その結果ですが、実は受験は続きま
す。まだ、頑張れ！
　相談業務は会話に始まり会話に終わる。相談の核心は感情や思いの吐き出しと交流。その結果、相談者は
解決策が自分の中にあると気づきます。本法人の誇りはフリースペース、学習支援、就労支援、そして商店
街等、相談に終わらない仕組みの存在です。相談が具体的な行動へつながること。行動へつなげるのは人と
人、スタッフと利用者が横につながることです。本法人の絆の力がここにあります。家庭訪問を通して外に
歩みだすことを決めた若者、何度就職しても辞めてしまう自分を振り返る若者など等、今年も２０人を超え
る人たちとカウンセリングを続けてきました。雨は止む、傘を閉じよう。夜は明ける、朝日を浴びよう。タッ
キーも長く法人にいすぎました。いよいよ次代スタッフに業務を渡す時が来ました。今後も理事として、子
ども若者支援を続けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(滝田衛 )

　今月からはるかぜ書店内で、駄菓子の販売を始めました。近所の駄菓子
問屋さんで、お話を参考にしながら今の売れ筋商品を仕入れています。お
店の中には所狭しとお菓子が積み上がっています。蒲焼さん太郎、ビック
カツ、ヨーグル…年代によっても馴染みのものは違うのでしょうが、ロン
グセラー商品が多いのも駄菓子の特徴。眺めているだけでも楽しく、昔食
べたお菓子の話題で盛り上がります。
　書店スペースの中央にラックを置いて、値段ごとにお菓子を並べたとこ
ろ、さっそくアンガージュマンに通う子どもたちが常連に。ご飯の後のお
やつタイムに、学習が終わって帰りがけに、1個 2個と買っていきます。
さらに子どもたちだけでなくスタッフやネクスト講師も、身近にあると懐
かしさも手伝ってか、ついつい手が出ます。商店街の放送で宣伝したこと
もあり、近所の子どもたちもやってきます。あばうとのＴちゃんが、そん
な幼稚園児の相手をしてくれたりなんてことも。
　実は駄菓子の販売は、就労支援の一環である簿記講座と連携した実践の
場なのです。日頃から書籍や野菜の販売にも携わっていますが、仕入から
在庫管理、販売までの一連の流れをとらえやすいもので、簿記で学んでい
る知識がどのように役立つのか実感しているところです。
　また、地域の子どもたちや保護者の方との接点を増やすことで、何か困っ
た時に相談しやすい環境を整えていくことにもつながればとの思いもあり
ます。子どもを巡る環境の厳しさは、再三マスコミ等でも取り上げられて
いるところですが、気軽に、世間話のついでというくらいの感覚で話ができる場所があれば、子どもたちの
ＳＯＳをとらえやすくなるのではないでしょうか。家庭や学校とはまた違った距離感で、地域の中で子ども
たちを見守っていく視点がまだ上町には残っています。アンガージュマンもまたその一つでありたいと願っ
ています。

　法人の設立当初より地域の皆様のちょっとした困りごとのお手伝いに若者たちの力を発揮できればと続け
てきた「まごのて」。草刈りや荷物の運搬、掃除や片付けなど、専門の業者に頼む程ではない…でも、自分
でやるのは難しいし…そんなニーズに答えていければと思っているのですが、なかなか依頼が来ないのが現
状です。書店をはじめとする日々の仕事以外にも様々な作業に携わることは、若者たちの経験にもつながり
ます。少し人手が欲しいのだけど…そんな時はお声掛け下さい。料金は 1時間 1,000 円～です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石川藍　石井利衣子）

あれから２年・・・。 被災地 岩手県大槌町　｢変わったこと　変わらないこと｣
カフェカルチャー＠harucafe　３/11(月)14：00～　１ドリンク制　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　 定期的に現地を訪れているスタッフ 石川隆博が、今見えていることをお話します。

　harucafe では２月からネパール風カレーとケーキセットを始めました。少しずつですが、ご近所の皆さん
にもご利用頂いています。カレーはスパイスの調合もオリジナルの本格派です。朝からCurryの良い匂い…。
そして、午後になるとケーキを焼く甘い匂いがただよいます。harucafe に足を運んで頂けるようにと願いな
がら、心をこめて手作りしています。ぜひ、ご賞味ください。どうぞ、よろしく～　　　　　　（萩原恵子）
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