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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
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物品募集
・炊飯器(５合炊き)
　毎週水曜日の昼食会で使用するため。

　ご提供頂ける方は、
　事務局までお知らせ下さい。
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2013年 8月のアンガージュマンの予定2013年 8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・夏休み除く５名  話やゲームの相手、ともに過ごす
 
物産市　　　　8/11 　　　 　   　 ３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布

通信発送作業　8/30           　   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　

夏休みのお知らせ

アンガージュマンの就労支援の特色

　アンガージュマンの開設当時、不登校の子どもたちの居場所と学習を主な支援としながらも、ひ
きこもりの大人の相談を受け、若者たちの支援の必要性も感じていました。以降、現理事の為崎さ
んの協力により販売士３級の資格取得の講座と県内商店街での出張販売、商店街の掃除と看板灯の
交換、町内会の外灯の交換、現在孫の手と呼ぶ草むしりや部屋の掃除などを行ってきました。そし
て２００６年には本屋を開店し、常時、就労体験のできる場を持つことになりました。２０１０年
には本屋の中にカフェスペースを設け、飲食物の提供も行っています。昨年からはシェアハウスを
始めて、生活からの自立支援に取り組んでいます。そして、これらの事業の全てを若者たちが主体
的に運営をするというスタイルがアンガージュマンの就労支援の特徴です。

デッチボウコウとは？そして、なぜ？

　商店街のなかで活動をしているアンガージュマンにとって、活動内容をこの地域に即したものに
近付けることは自然です。この１年の間、現在の就労支援の形態について考えてきました。商店が
人を育てるシステムを新しく作り上げることは私たちにとって至難です。これまでに存在したもの
をアンガージュマンに合った形で運営する、そのヒントになったのが江戸時代の丁稚奉公でした。
とにかく仕事は見て覚えるもの、初心者は責任ある仕事をさせてもらえず、まずは雑用から。
　これはひきこもりの若者の多くにある「頭で考えて、理屈ばかりが先行し、体が動かない。すな
わち働けない」という点を徹底してなくすことを狙いとしています。どんな仕事でも厭わずチャレ
ンジするということが、仕事において最も求められることです。せめて、はるかぜ書店で週５日フ
ルタイムで黙々と働けるようにならなくては、就労後も大変苦労することになるでしょう。

７月のはるかぜ書店

　書店が始まった２００６年当時のメンバーはノウハウもほとんどない中、スタッフの力も借りず
に運営していました。状況が異なるなかで同じようにとはいきませんが、デッチボウコウと銘打つ
ことで、研修生には、自ら仕事を覚えていくということを改めて意識してほしいと考えます。　
　今月も草むしりの依頼を受けたり、お隣の関口調剤薬局の片付けをお手伝いしたり、灯ろうまつ
りでもアイスを配ったりと様々な取り組みをしています。実践だけではなく座学も継続して行って
います。本のラッピングや商業簿記、商店街など近隣を回って映像制作のワークショップも始めま
した。この町を通じて職業観を養ってもらいたいと願っています。

アンガージュマンの中間的就労支援

　近年、中間的就労という言葉が聞かれるようになりました。困難を抱えた若者や生活困窮者、支
援を必要とする人たち全てを対象にしています。就職してもすぐ離職してしまう。就職することは
ハードルが高い。そんな人にも、出来ることからコツコツと積み上げて、自己肯定感を高めていく。
ざっくばらんに言えば就職の前段階といったところでしょうか。すると、アンガージュマンの取り
組みは中間的就労支援といえるかもしれません。一般的な就労支援の、更に前段階。就労活動を行
うための、準備段階。仕事をするためには、「自分中心」の枠を越えて社会と自分との接点を模索
し、働くことに耐えうる体力と精神力を育む必要があります。仕事をする、ということが身近に感
じられる場所、それがこの商店街にあり、アンガージュマンにあるのです。　　　　（島田徳隆）

デッチボウコウプロジェクト　始動！

　　　　　　　　　　あばうと　8/10(土)～18(日)
　　　　　　　　　　ネクスト　8/10(土)～18(日)
はるかぜ書店・デッチボウコウ　8/13(火)～18(日)
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荒崎ハイキング
　　　の様子です☆

～　～　～　夏　休　み　～　～　～



ボランティア
今年も！
　夏のボランティア体験

ネクスト 夏休みの過ごし方と、授業を「聞く」こと。

あばうと 夏のお楽しみ！

実録！　シェアハウス生活 ～皿洗いの攻防の巻～

k e i k o ’ s　レシピ
ケイコさんに教えてもらった 、
かんたん！　美味しい ！ ！　ごはんのレシピです。

カレード リア　 （ 7 / 2 4の昼食会メニューより ）

材料（1 5人分くらい） 作り方

何層にも重なったおいしさ ！
カレーが残ったときに 、お試し くださいね。
今回は、 トマ トソース 、ホワイ トソースも手作りですが、缶詰やレトル トを使えば、
更にお手軽。野菜もあるものでO Kですが、ナスは入れたほうがおいしいので、ぜひ！

ごはん　15人分（１人分はお茶碗１杯強）　
小麦粉　大匙１０杯
牛乳　1600cc
バター　100g
エリンギ　１袋
ナス　　４本
玉ネギ　３個
カレー　５～６人分
トマト　５個
とけるチーズ　２袋
塩・コショウ　少々
バター　適宜

①ホワイトソースを作る。（材料Ａ）
　・小麦粉とバターをレンジで加熱して、よく混ぜる。
　・鍋に移し、牛乳を加えてよく混ぜてから、加熱する。
②トマトを乱切りにして煮詰め、トマトソースにする。
③野菜（材料Ｂ）を乱切りにして、バターで炒め、
　塩コショウで下味をつける。
④耐熱容器にバターを塗り、ごはんを入れ、平らにならす。
⑤その上に、野菜・カレー・トマトソース・
　ホワイトソースの順に敷き詰める。
⑥全体にとけるチーズを散らす。
⑦200℃のオーブンで焦げ目がつくまで焼く。
☆できあがり☆

Ａ

Ｂ

　今回は前入居者のハ氏をゲストに交えて、コー
ヒーを飲みながらの座談となった。

イ君（以下イ）そろそろ慣れたんじゃないかなと思
　　うんだけど。
ロ君 (以下ロ）シェアハウスですか？
ロ　慣れは、二か月もいれば、だいぶ。
イ　だよね。
ロ　最初なにもなかったけど、物置からいろいろ発
　　掘して。
―　なにを？
ロ　自宅から扇風機を持ってきたら、数日後に、
　　あ、物置にあったわ…とか。
ロ　なんでそれ先に言わないんだよ！っていう
―　（笑）

―　飯は何を作ってるの？
ロ　え、オムライスが三回ほど出ましたよ。
イ　カレー。
ロ　主食と副菜しか出ないんですよね～。
―　一汁一菜的な感じ？
イ　いや、なんか、汁ものを出さないんですよね。
ロ　ちゃんと理由があって、夏場に放置すると、
　　やっぱ傷むので。
ロ　この前も、イさんが酸っぱい味噌汁を飲んだっ
　　て…。
―　三日ぐらい経ってた？
ロ　いや一晩ですね。
ロ　で、基本は白米とおかず。
　　おかずが無い時は、チャーハンとかオムライス
　　にしたりして。
イ　おかずは…肉。
ロ　肉類が多いですね。
ハ　焼くだけ？
ロ　１回魚を焼いたら結構大変でした。グリルだと
　　絶対汚れると思って。
―　フライパンで？
ロ　そうしたら、時間もかかったし。
　　食べ辛かったり、洗濯機から水が漏れたり！
―　洗濯機は関係ないでしょ。
ロ　いやー、食べようと思った矢先の出来事で、超 
　　テンション下がりました。
イ　大変だったね、拭くのが。
―　肉のおかずは何があるの？
ロ　普通に、焼いたやつとか。
イ　…肉炒め、…肉野菜炒め。
ハ　呑むのに丁度良いなぁ。
―　(笑)

―　洗濯とかはどうしてるの？
イ　それは、各自別々に。
―　早く出して！みたいなこととかは？
ロ　ない。
イ　それはさすがにちょっと、嫌だなぁ。
―　ご飯を食べ終わったあと、食器とかは？
ロ　基本は使った人が片付けます。
イ　じゃんけんだとめんどくさいから…。

ロ　ぶっちゃけ、お皿が流しに置きっぱなしになっ
　　てたりするともう、勝手にやっちゃう。
―　置きっぱなしになってるってことだ。
イ　してないですよ！
イ　疲れてるから後でやろうと思ってるのに。
ロ　勝手に回収しちゃう。
ハ　優しいなぁ。
―　(笑)
イ　自分では、後で片付けようと思って、置いてる
　　わけじゃないですか。
　　邪魔なら、言ってくれれば片付けますけど…。
　　そういうわけでもなく、片付けるわけですよ。
ロ　んー！？
イ　片付けたあげく、恩着せがましく言ってくるわ
　　けですよ！
ロ　んーーー！？
―　しょうがないなと思って、洗ってあげてるの？
ロ　まぁ、若干は、しょうがないなと。いつまで　
　　経ってもやらないなら、やるしかないって。
イ　そんなに置いてないじゃん！
ロ　いや～、だから、時間の感覚が凄く違うんだと
　　思います。食い終わって、五分も経ったら、僕
　　が勝手に下げますからね！
イ　超早いよ、僕からすると。
―　どっちかに合わせてみるとか？
ロ　いやー。
イ　いやー。
―　一日どっちかに合わせて生活してみたら？
ロ　いや、この感じが良いと思いますけどね、逆に。
イ　常に小言を言われてるという。
―　(笑)
　
　こんな感じで、共同生活の大変さと楽しさを実感
しているようです。　　

　７月中旬から猛暑が続き、暑い夏がやってくる！　と思った矢先、突然過ごしやすい日々が続き、アン
ガージュマンでもばたばたと体調を崩す人が多くでました。実は私もそのうちの一人となっています。
　とはいえ、遂に夏休みです。中学３年生にとっての夏は、言わずもがな高校受験を見据えた大事な時期で
す。ネクストで教えている中３生の皆さんも、だんだんと受験意識が高まってきているのを感じます。これ
からの時期、気持ちが先走り、あれもこれもやらないと不安になってくるかもしれません。しかし、毎日の
積み重ねを大事にして、少しずつでも毎日勉強するという習慣を身につけることが、この夏の大事なポイン
トになるのではないかと思います。
　最後の夏で部活、遊び、旅行などやりたいことはたくさんあるでしょう。それを犠牲にする必要はないと
思います。その代わり、英単語でも、計算練習だけでもいいので、毎日勉強する時間を作ることをしておく
と、夏休み明けの受験本番シーズンにすんなりと入っていけると思います。この時期だからこそ、大いに遊
んで、大いに(?)勉強をして欲しいと思います。

　それともう一つ、ネクストの生徒達に望むことは、学校の授業の中で「聞く」作業を大事にして欲しいと
いうことです。ネクストは個別指導なので、本人が聞く態勢になるまで待ってあげることができますが、学
校の授業では、そうはいきません。聞いていた人、聞いていなかった人の間には大きな情報量の差ができま
す。このことは一見些細なことかもしれませんが、これもやはり、毎日の積み重ねで後々大きく変わってき
ます。
　特に学校の授業では、ノートを書いたり、問題を解いたりすることよりも、先生が話していることを「聞
く」ことを優先するといいと思います。聞いておけば、一度に全部は理解できなくても、キーワードになる
ような事が頭の中に残ることがあるかもしれません。夏休み明けに、ちょっと意識的に授業を聞いてみると、
すこしわかることが多くなるかも！と思います。（かわまた）

　あばうとでは、七夕飾りを作ったり、海辺へハイキングに行ったり、スイカを食べたり、メロンを食べた
り（差し入れありがとうございます！）と夏を満喫することに余念がありません。
　が、なんといっても７月のメインイベントは「灯ろうまつり」。事前の灯ろう作りにも、あばうとの面々
が大活躍。おかげで、今年も２００基以上の灯ろうが無事完成。7/12、13の当日も、子どもたちは浴衣や甚
平姿で、ボランティアの方と一緒に販売のお手伝いをしてくれました！　もちろん、休憩時間には上町の商
店街を散策。灯ろうを眺めたり、かき氷やフランクフルトや焼きそばや焼き鳥を食べたりと、思い思いに過
ごしていたようです。この日ばかりは子どもたちも夜遅くまで、アンガージュマンで賑やかに過ごしました。
　地域の一員として、ただ遊ぶだけでなく、「参加する」ことでより「楽しめる」。そんなことを感じても
らえるイベントになったのではないでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いしい）

  夏の訪れを告げる「夏の市民活動・ボランティア体
験」。７月上旬に出張ＰＲを関東学院大学、県立保健
福祉大学で行いました。多くの学生の参加があり、当
法人から訪れたスタッフ、利用者も圧倒された模様。
しかしながら効果は絶大で、今夏も多くの学生が、ア
ンガージュマンでの体験活動を行っています。
　東日本大震災以降、社会に貢献したいと思う学生は、
被災地のみならず、全国的に広がり、社会に貢献する
仕事を選択肢にあげる就活
者も増えているそうです。
　他者とのかかわりが、自
分の生き方を変えるきっか
けになることがあります。
いい機会にしてもらえたら
と思います。
　そんな機会になったのが、
灯ろうまつりです。多くの
ボランティアに活躍いただ
きました。改めてこの場を
借りて御礼申し上げます。
　　　　　　（いしかわ）
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