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14:00～16:00
保護者会

桜まつり＠中央公園　11：00～16：00

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会
　　　(300円)

12:00 昼食会(300円)

14:00 
　ラッピング講座

14:00 スマトーク

14:00 スマトーク

2013年 4月のアンガージュマンの予定2013年 4月のアンガージュマンの予定

14:00 ボランティア
　　　ミーティング

14:00 簿記講座

14:00 簿記講座

16:00 簿記講座

14:00 簿記講座

15:00 
絵本のよみきかせ
　＠はるかぜ書店

13:00～17:00
    クラフトDay 
　  ＠ harucafe

参加ご希望の方は、アンガージュマンまでご連絡下さい。　TEL　046-801-7881

今月の
　ボランティア募集
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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
桜まつり　　　4/6(土),7(日)　　　　　 ３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布
物産市　　    4/11(木)           　　 ３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布
昼食会　      4/3,10,17,24(毎週水)    ３名　調理、盛りつけの補助
夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ　4/5,12,19,26(毎週金)    ３名　ともに過ごす
通信発送作業　4/26(金)  　    　　 　 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

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

アンガージュマン・ブログ
　　　　　随時更新中

あばうとで起こったあんなこと
こんなこと、就労支援の講座
の様子、昼食会のメニュー…
などなど。
　アンガージュマンの日常を、
のぞいてみてね。

アンガージュマンブログ

　　　　　　　で検索！

　新年度に際し、2013年度の会費の納入がお済みでない方は、お振り込みをお願い致します。
　尚、当法人の会員は正会員・支援会員の２種となります。詳細は事務局までお問合せ下さい。
　
　【年会費】　正会員　5,000円　支援会員5,000円

　【振込先】　三浦藤沢信用金庫　上町支店　普通　０１４２１２２
　　　　　　　特非）アンガージュマン・よこすか

　会費納入のご案内

　アンガージュマンは 2003 年 12 月にＮＰＯ法人の認証を受け、2004 年 4 月に開所した。当時を知
る身ではないから、詳しい経緯をお伝えすることは出来ないかもしれない。しかし、子どもや若者
とその家族にとってのサポートを真摯に取り組んでいることは開設当初より変わらない。今号から
来し方１０年を振り返ろうと試みる。

１年目～ゼロからのスタート

　横須賀市の中心市街地からほど近い上町にある商店街の一角に開設。不登校の子どもたちとひき
こもりの若者たち、その家族のサポートを目的に始まった。フリースペースと学習サポートを中心
に商店街の協力を仰ぎながら就労支援の研修も始めた。当時の報告書を紐解くと既に一年目を終え
てそれぞれの道を歩み始めた人たちの言葉が並んでいる。共通して伝わるのはスタッフがじっくり
と寄り添い関わっている、という一点だ。団体を設立、運営の苦労は誌面から感じ取る事はない。
何もないところからスタートするのだ、という気概が伝わってくる。ボランタリーな親の会が母体
だったということもあり、利用者や利用には至らない者の親御さん達の関わりと熱意も感じられる。
商店街、行政、ＮＰＯなど最初から大きなバックアップやつながりがあったことは特筆すべきことだ。

２年目～坂の上の家から伝えたいこと

　「なんとなく流れで就労支援講座へ」と報告書に書いた人がいる。先月号で｢アンガージュマンと
はゆるいこと」と結論づけたが、まさにそれを言い得ている。何か決まった流れや進路があるわけ
ではなく、気持ちや体が段々就労に向いていく、というニュアンスが感じ取れるだろうか。この後
３年目ではるかぜ書店を開店することになるのだが、この言葉には全く気負いが感じられない。こ
のくらい肩の力が抜けた方がむしろ上手くいくのではないだろうか。恥ずかしながら拙稿のフリー
スペースについても現在と全く変わらないスタンスが綴られている。変わらぬアンガージュマンの
雰囲気、理念が続いていると改めて感じている。代表の小柳、事務局長の滝田 (それぞれ当時 )は各々
の持ち味を充分に発揮し、１年目と全くぶれていないことに感心するとともに改めて敬意を表する
次第だ。

３年目～坂の上の家からのおはなし

　はるかぜ書店の開店が最も大きな話題だ。就労支援の現場としてひきこもりの若者たちが運営す
るという挑戦。書店を始めるにあたって受けた助成金は神奈川県から。文部科学省からは学習サポ
ートで助成を受けた。山形の農家とつながり、農産物の販売など、新たな取組みを次々と始めた。
開設時と同等かそれ以上の勢いがあったのではないだろうか。報告書は２年目より厚く、内容もち
ょっとかしこまっている。勢いよく流れに乗って自然に何種類かの新規事業にとりかかったのかも
しれないが、前の２年間に比べて肩に力が入っていたのかもしれない。商店を始めるということで、
ようやく商店街の仲間入りをした。

　さて、ここまででようやく３年分…。案の定、１号では書き切れずに次号へと続きます。当時を
知る方もそうでない方も、団体の歩みにしばし想いを馳せて頂けたらと思います。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　島田徳隆

アンガージュマン・よこすか　**** １０年目 ****



ボランティア 人権感覚を大切に

ネクスト 継続の必要性

昼食会 変わりながらも続きます。

あばうと 旅立ちの季節…

キックオフ 宅配事業を終了致します。

  今回は、「先駆性」について取り上げてみましょう。ボランティア活動というと、既に活動そのものが用
意されていると思われるでしょう。しかしながら、その活動は、既存の社会構造のすき間から展開し、社会
的な認知をえて、結果として事業化や法人化されてきました。その第一歩がそれぞれの持つ疑問や希望、要
望であり、これまでにない活動を生み出すことが「先駆性」といわれる所以です。
　私たち市民がボランティア活動を行う際に受け入れてくれるところには、障害児・者への支援、高齢者に
関わる支援、そして子ども・若者への支援、環境保全など、ＮＰＯ法では、特定非営利活動を２０分野とし
ています。
　聖徳太子が行った悲田院の例などはありますが、どの活動においても、多くは当初、社会課題とは認識さ
れず、個人や家族等の個別の課題と捉えられてきた事柄といえます。「先駆性」には、ひとり一人が人間ら
しく生きるという「人権感覚」があるといえます。この社会は常に動き、またそのことによって、新たな課
題が生じています。既存の活動においても、常に「人権感覚」を大切にすることが、ボランティアをする上
で、重要な意識と感じます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川隆博

　３年８ヶ月続いた山形物産と横須賀長井の野菜をパックした宅配事業が、2013年３月をもって終了しまし
た。今月の宅配では、常連の方々に感謝の気持ちを伝えながら廻りました。全ての配送を終え、色々な人と
の出会い・出来事を思い返して感傷に浸ってしまいました。山形物産市は引き続き行いますので、ご利用頂
ければと思います。開催は毎月１１日です！　
　書店では、２月から研修生のみで会議を行っております。書店業務・cafe業務で分からない点や全体を通
しての問題点・改善点を話し合っています。一歩引いた所で見ていると、色々な意見が出ていて面白いので
すが、所々で個々が持っている拘りが出てきて、話がこんがらがる事があります。会議を始めてから、それ
ぞれが参加意識を持ったのか、以前よりモチベーションが上がり、それぞれが苦手な部分にもチャレンジを
しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川藍

「あれ？　本屋さんにいる人？」はす向かいのベイクドみのり屋さんでアルバイトをしているＡさんは、し
ばしばお客様に声を掛けられるとか。「あれ？　本屋さんにいた人？｣並びの関口調剤薬局さんでアルバイト
をしていたＫさんにも、同様の経験が。そんなＫさんも、今年３月で一区切りということで、退職すること
になりましたが、得るところも多かったと思います。キックオフの卒業生や研修生がこの街で経験を積んで
います。上町商盛会の皆さんはじめ、お客様にも温かく見守られながら。これからも、街の中で若者が活躍
する姿が増えるといいですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　萩原恵子

　去年アンガージュマンの中に書店とカフェ・レンタルボックスが統合してから、通りのむこうとこちら側
では人通りにかなり差があるという現実に頭を抱えています。駅からの動線を考えると仕方のないことでは
ありますが…。やはり、活気があり動きがあることがより深い研修につながると思います。わざわざお客様
に足を運んで頂けるお店を研修生と一緒に作っていかなくては！　　　　　　　　　　　　　　　萩原恵子 　今年もまた、新たな年度が始まります。新中３生の前にはいよいよ受験の文字が。まだ４月だし･･･とエ

ンジンがかからない気持ちも分かりますが、勉強に取り組む姿勢はすぐには身につきません。自分の生活の
中に、勉強する習慣が当たり前のものとして組み込まれるには時間がかかります。特に、苦手意識がある
と、なかなか勉強しようという気にはなれません。まずは、ネクストで講師と向き合いながら、勉強するの
もいいかも…と感じてもらえたら。そんなところからのスタートです。　　　　　　　　　　　石井利衣子

　３月１１日。あの日から２年。
　harucafeにてカフェカルチャー｢変わったこと　変わらないこと」と
題して被災地支援の報告を石川隆博が行いました。２年が経ち、地震
発生当初に比べて、必要とされる支援が見え辛くなってきているよう
にも感じますが、必要としている人はまだまだいらっしゃるようで
す。地元の力も大切ですが、他の地域から来る人、だからこそできる
支援もあるとのこと。
　報告会と合わせて、おつまみ昆布や醤油やハチミツなど、岩手県の
産品の販売も行いました。一部は引き続きharucafeにて販売をしてい
ますので、お立ち寄りの際はご覧下さいね。　　　　　　石井利衣子

　かれこれ何年？　…もう８年！　アンガージュマン開所まもなくから続いている昼食会。最初の頃は楕円
の長いテーブルを囲んで一斉に｢いただきまーす｣｢ごちそうさまー！　今日の後片付けの人決めるよ～　ジ
ャンケンポン！｣　そんな感じで、調理は伊藤さんや島田さんに手伝ってもらったり。（若かったね…あの
頃は＾－＾）利用者さんにも調理を体験してもらったりしていましたね。
　今はボランティアの方があうんの呼吸で手伝ってくれています。今年度もみんなでおいしく食べましょう
ね。ヨロシクお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　萩原恵子

　３月のあばうとでは、進学を機に卒業していくメンバーやそれぞれの道へと進んでいくボランティアの方
を送るため、みんなで寄せ書きをしました。そのほかにも、手作りのミニアルバムも作成。プリンターで印
刷した写真を台紙に貼って、マスキングテープやシールで飾りつけ。それぞれのイメージカラーのリボンで
台紙を綴じて、できあがり。いつかページをめくりながら、アンガージュマンで過ごした日常の一コマ一コ
マを思い出してもらえたらいいですね。
　さらに、写真１００枚以上を使用したスライド作品も上映。アンガージュマンの緩やかな空気感とみんな
の笑顔。改めて見てみると、子どもたちの成長もうかがえます。
　さて、卒業とは書きましたが、アンガージュマンに関わった人たちが、それぞれの場所で自分らしく生き
ていくなら、それこそが｢アンガージュマン｣です。ここで過ごしたことが、明日へとつながっていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井利衣子

書店でよみきかせ

ベッコウアメづくり スライド上映 アルバムづくり

町内の外灯交換へ 簿記講座です。

　　　　　　　　　　３月で卒業します！　石川藍

　2007年４月にひきこもりの当事者としてアンガージュマンへ来所してから６年間、色々な人との出会い、
そして別れ。楽しかった事・嬉しかった事・悲しかった事…色々な事を経験できて、とても幸せな時間でし
た。
　書店では、研修生として、まずは業務を覚えようと必死になったり、色々な講座にも参加して、販売士資
格を取得したりと学ぶ事がとても楽しかった。嬉しかった事は、スタッフとして後から来る人達が自分を追
い越し外で働く事が出来ている事。今度は自分も何とか頑張らなくては・・・。そして悲しかったのは、書
店が移転した事・・・。書店の引越し作業が終わり、最後、書店のロゴをはがす時に生きてきた中で一番寂
しく悲しかった。ですが、今ではそれもいい思い出です。次年度以降は、ボランティアとして引き続き関わ
らせて頂こうと思っています。
　６年間ありがとうございました。これからは、肩の力を抜いて自分のペースで頑張れればなと思います。

退職のお知らせ

福井県若狭町にてユースアドバイザー養成講座の講師を頼まれました。内閣府の子ども・若者支援地域協議
会の設置モデル事業によるもので、若狭町を挙げての取組みのお手伝いをいたしまし
た。｢不登校・就職拒否とひきこもり｣というテーマでお話したのですが、アンガージュ
マンの取組みを紹介し、石井を始めとする当事者の事例を簡単にお伝えしました。ア
ンガージュマンの取組みは全国共通とはいえませんが、地域での取組みにヒントが隠
されています。アンガージュマンが横須賀の上町という商店街の中でどのような活動
をしているか、地域の中で子どもや若者とどう関わったらよいか、は全国共通の話題
といえます。講義にはまだ慣れませんが、お役に立てることならば何でもいたします。
お気軽にお声をおかけください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田徳隆
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