
おねがい！ が、あります・・・。 

アンガージュマン・よこすか会員更新 
1 年を経過したアンガージュマン・よこすかでは、会員の方々の更新をお願いいたします。年度末 

で１３2 人の会員数を数えましたが、来年度は２００人会員を目指したいと思います。未熟なスタッ 

フを支えていただいたのは、何より会員の皆様の励ましでした。会報を送るたびに「読んでます！」 

「いい話でした・・・」とメールや定例会参加で声をお聞かせいただきました。そして、利用してくれる子 

どもや若者そして親御さん達は、会員の方々の大きな支援の輪に励まされています。以下の４つの 

方法で、会員更新をお願いしますので、４月末日までによろしくお願いいたします。また、新会員のご 

紹介やご案内をいただければ幸いです。ご連絡をお待ちしています。会費は５０００円です。 

1）三浦藤沢信用金庫へのお振込み （口座番号） 上上町町支支店店  ００１１４４２２１１２２２２ 

2）湘南信用金庫へのお振込み    （口座番号） 上上町町支支店店  ４４００５５００６６９９００  

3）郵便局へのお振込み         （口座番号） ００００２２１１００－－４４－－１１１１２２８８２２２２ 

4）ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝ・よこすかでの現金でのお手続き        ※※振振込込みみ手手数数料料ををごご負負担担下下ささいい     

05 年４月アンガージュマン日程※※印印はは閉閉室室のの印印でですす 

月月（（ＭＭｏｏｎｎ））  火火（（ＴＴｕｕｅｅ））  水水（（ＷＷｅｅｄｄ））  木木（（ＴＴｈｈｕｕ））  金金（（ＦＦｒｒｉｉ））  土土（（ＳＳａａｔｔ））  日日（（ＳＳｕｕｎｎ））  
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学習サポート  
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フフリリーーススペペーースス  
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学習サポート  
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フフリリーーススペペーースス  
各自のメニュー 

 

 

学習サポート 

７７  
フフリリーーススペペーースス  

各自のメニュー 

 

 

学習サポート  

８８  
フフリリーーススペペーースス  
ＰＭ１：００ 

ﾋﾞｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ 

 

学習サポート    
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  三三者者連連絡絡会会  
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１１１１  
Ｐｍ：１：３０ 

 ギター講座 
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ススタタッッフフ会会議議  

学習サポート  

１１２２  
フフリリーーススペペーースス  

Ａｍ１０：３０ ⑧ 

就労支援講座 

 

学習サポート  

11３３  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：３０ 

お菓子づくり 

（ﾁｰｽﾞｹｰｷ） 

学習サポート  

11４４  
フフリリーーススペペーースス  
  ＰM２：００  

ソーシャルスキ

ルトレーニング 

学習サポート  

11５５  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：３０ 

卓球・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 

 

学習サポート  
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１１８８  
 

Ｐm１：３０ 

ギター講座 

学習サポート    

１１９９  
フフリリーーススペペーースス  

Ａｍ１０：３０ 

卓球・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 

学習サポート  

２２００  
フフリリーーススペペーースス  

Ｐｍ１：００ 

映画を語ろう 

学習サポート  

２２１１  
フフリリーーススペペーースス  

Ｐｍ１：３０ 

カラオケ 

学習サポート  

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  

ＰＭ１：００ 

ﾋﾞｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ 

学習サポート  

２２３３  

  

PPmm５５：：0000  

夜夜食食会会  

２２４４  
  

ＰＰmm３３：：００００  

ＤＤＡＡＤＤ  
（（父父親親のの会会））  

２２５５  

  
Ｐｍ１：３０ 

 ギター講座 

 

学習サポート  

２２６６  
フフリリーーススペペーースス  

Ｐｍ１：００ 

映画を語ろう 

 

学習サポート  

２２７７  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：３０ 

卓球・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 

 

学習サポート 

２２８８  
フフリリーーススペペーースス  

Ａｍ１０：３０ ⑨ 

就労支援講座 

 

学習サポート  

２２９９  

  

※※  
みどりの日 

３３００  

  

※※  

  

  

※※  

※詳細は TEL 等でお問い合わせください。予約などもどうぞ！ 

利利用用料料金金  ☆☆ギギタターー講講座座：：11,,000000 円円／／11 回回    ☆☆卓卓球球・・ババドドミミンントトンン：：施施設設利利用用料料 110000 円円（（大大人人 220000 円円））  

              ☆☆ビビーーズズｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘｰー講講座座：：115500 円円／／11 回回  

  

２２００００５５（（平平成成１１７７））年年４４月月１１日日発発行行    発発行行責責任任：：小小柳柳良良    編編集集責責任任：：滝滝田田衛衛  

 

   ＮＰＯ法人通信 No.１４ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

             ～一周年報告会終わる 50人参加で～

西野博之氏から元気をもらって！          
去る３月８日（火）､一周年報告会を川崎たまりば代表の西野博之氏を招いて開催しまし 

た。４月から１１ヶ月のｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝの利用状況と課題を報告し、西野氏他３人の方々から 

講演とシンポジュームで提言を頂きました。「ひきこもり・不登校から見えてきた子ども・青年 

達」の結論は、経済的・年齢的に二極化する姿でした。詳しくは報告集をごらん下さい。貧 

困と高齢化に直面するひきこもり・不登校を前に、人の手による手厚いサポートが必要と。 

                ごごちちゃゃままぜぜのの公公設設民民営営、、ｽｽﾍﾍﾟ゚ｰーｽｽええんん  
                       たまりば（フリースペースえん）では９６人が登録し、２０人が 

利用待機中。高卒以上年齢が４５人、子ども最善の利益と生 

涯学習の視点から、学校外で育つごちゃまぜの公設民営施 

設として展開中。西野氏は、集う人達の姿を、全体的には自 

分へのＯＫがなく自己肯定感が低く、親や他人に迷惑をかけ 

生きていてもしょうがないと考えている、と。小学生の鬱傾向 

【 ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑの風景 】 約１３％、小中学生の自殺９３人の現実に、安心して失敗し 

一緒に生きていける環境づくりが問われていると語ってくれました。その後、岩田充功（ﾘﾛｰ

ﾄﾞ）・幸嶋満里子（ｳｨﾙよこすか）・石原直之（ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ）さんの３人が加わっ

て、それぞれが当事者と親の立場を語り、公設民営施設の必要性を理解しあいました。 

            利利用用者者ののべべ３３２２７７８８人人、、利利用用日日３３１１６６日日 
      民営ＮＰＯｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝ、約３千人の利用者、利用日率８６％、３月を加えると数字は伸び 

ます。数字ではなく、利用者の姿にｽﾀｯﾌは元気一杯！ 報告会へのご協力に感謝です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

坂之上のひとりごと ⑨     代表：小柳良 

 ４月になり世の中は人事異動の季節です。アンガージュマンでもスタッフが職場を移り利

用者にご迷惑をかけています。フリースペースの平野さんが高校の家庭科の先生として

赴任します。それに伴いスタッフの交代を余儀なくされました。現時点ではまだ決まってい

ませんが４月中はいらっしゃいますので出来るだけ早く引継ぎをしたいと思います。スタッ

フの島田君は異動で上町の青少年会館に赴任です。こちらは近くなって便利になりまし

た。水、金に来てくれる皆さんごめんなさい。できるだけ早く体制を整えます。 

 私は腰もインフルエンザも癒え花見に突入します。２日に若者たちと弘明寺で夜桜見物

です。５月の総会にむけて又忙しくなりますし、あまりはしゃがないように自重はします。こ

の頃、スタッフもここに来る人たちも妙に口うるさくなり肩身の狭い想いをしています。お互

いに体だけは大切に。もう若くないのですから。 



ウィル・よこすか（ひきこもり親の会） 

おお母母ささんんもも、、人人間間ななののよよ！！  
アンガージュマンの開設に伴い、ウィルの拠点を移して 1 年。扉を開けると大テーブルが温かさと 

安心感を持って迎えてくれます。 

 3 月もそれぞれの思いを胸に集まりました。内にストレスを溜め込み、例会への足取りが重かった 

方も…遅れてテーブルに着き、最初に聞いた他の方の「子の対応にストレスを感じている」という話 

とそのアドバイスに辛かった思いが重なり「あー、今日来て良かった」と。 

 私のせい?!育て方が間違っていたの?!と自らを責め、自らに問う。子への対応に頑張り、悩み、「お 

母さんも人間なのよ」と思わず発してしまった言葉にまた自らを責める。神話に縛られ続けなくていい。 

時には鬱陶しい、いなければと思ってしまう自身がいてもしょうがない。自然の心の動きだから、思う 

自分をいけないと思わないで。そして、「世話を焼き過ぎるとストレスが溜まる。もっと自然でいいので 

は」という意見も。 

 一方、「私に足りないのは経験だけよ」と言える様になってきた子も。    

孫の手（ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝのひきこもり事業）としてお年寄りの家事を手伝 

い始め、人とのコミュニケーション、人の為に働く経験を積んでいると。 

 ウィルが発足して約 2 年。一朝一夕にはいかない難しさを感じてい 

ますが、親の心の在り方が少し楽になった、子が少しずつ歩み出した、 

子の状態が改善してきたといった報告も聞かれ嬉しく思います。ウィル 

はこれからもアンガージュマンと協力しながら、ひきこもり問題を考え、 

｢来て良かった｣と言われる会にしていきたいと思っています。より良い 【中央公園ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝ花壇】 

会とする為、皆さんのご意見・ご協力をお願い致します。          

 気分転換にお茶するぐらいのつもりで足をお運び下さい。      (ウィル運営委員：星野)  

～～学学習習ササポポーートト  ネネククスストト～～      ＢＢｙｙ  山山川川  

中３生徒６人巣立ち、励んだ力を翼に                 

卒業式も終え、学校は春休みですね。この一年間で学習サポートを利用された中学 3 年生 6 名も 

其々の進路を決め巣立っていきました。公立中学・私立中学、学校に通っている子・不登校の子、様 

々でした。一年前から高校受験を目標に通室を始めた子、夏からスタートしラストスパートをかけダッ 

シュした子、部活と両立しながらマイペースで頑張った子、集中的に受講して学習の仕方を学んだ子、 

とその利用の仕方もまた様々でした。高校生になりたい（高校受験）という目標を前に、そこまでの道 

のりは皆其々でしたが、学習に励んだ力を翼にして、力強く飛び立ってくれたことと思います。また、 

小学 6 年生の子達は、早くも新中学１年生として 3 月から新しい教科英語・数学の授業をワクワクし 

ながら始めています。そして今、新中学 3 年 4 名が１年後の受験を目指して学習をスタートさせまし 

た。焦らず、ゆっくり、一歩一歩進めていきましょう。続けることが大切ですから。 

        

【【33//3311 第第 77 回回就就労労支支援援講講座座】】  再再考考「「働働くく」」とといいううこことと  ｂｂｙｙ滝滝田田  

          ７回講座を積み重ねてきました。今回はスタッフを含め６人の参加で、 

            働くことを考えながら、縦社会の働き方（管理型）と横社会の働き方（協 

            働）について考えました。その上で、フィールドワーク、上町商盛会を歩 

            いてみて（左の写真）、「歩きやすい」「通る人の感じは」「買いたくなる商 

            店は」等、気がついたことをチェックし意見交換をしました。「明るい」 

「和菓子屋さんがいい」「魚屋がない」・・・、では次回また。ご参加下さい。 

                《《  初初めめててののＤＤＡＡＤＤ夜夜食食会会  》》  

            上上げげ膳膳据据ええ膳膳でで、、ＤＤＡＡＤＤ  

                                  

アンガージュマン・よこすかに「不登校・ひきこもりの 

こどもをもつ父親の会」ＤＡＤ（ダッド）ができて１年がた 

とうとしています。今回の定例会は親父が自分たちの 

手ですべてを取り仕切り母親、当事者そして我々スタッ 

フを招待しての盛大な夜食会でした。 

 

   イエ、もう飲んでます！？ ビール一箱空けて 
父親は当日１２時集合。３時の開始に間に合うようにまず買出しからです。野菜を買う人、 

肉を買う人。なにせ慣れないことなのでどのくらい買うかさっぱり。最初から右往左往です。で 

もしっかりビールだけは忘れません。いえ、もう飲んでいます。調理は焼きそば、パスタ、お好 

み焼き、けんちん汁。野菜の皮むきがうまくいきません。たまねぎを切っている親父は涙が止 

まりません。でもみんな楽しそうです。ビールも一箱空いてしまいました！ 

そうこうしているうちにお母さんたちも集まり、夜食会の始まりです。総勢２７名。料理を楽し 

みながらお母さんたちは危なっかしく、ほほえましく、たのもしいエプロン姿のお父さんをなが 

めていました。各家庭の問題が解決したわけではありませんが、お互い知恵を出し合い、自 

分の生き方を語り合いながら少しずつ進んできたＤＡＤです。 

これを機会に語り合いだけではなく、違った活動にもチャレン 

ジしていきます。子ども達と菜園（ダッドフィールド）を造り、開 

墾から収穫まで皆と汗を流します。メンバーのこどもの相談相 

手を引き受けます。親が追い詰められた時は夜中でも駆けつ 

けるネットワークを形にしようと考えています。父親だからでき 

ること、まれな経験をしたからこそできることを模索していきます。 

  

～～県県社社協協でで、、赤赤裸裸々々にに子子どどももをを家家族族をを語語るる～～  

父親が発言し行動することに注目 
前日（３月２６日）にメンバーの N さんが県の社会福祉協議会で講

演してくださいました。お父さんのまじめさと真摯さが出ていて、とても

好評でした。ＤＡＤの活動を多くの人々が知り不登校・ひきこもりの理

解がより深まる機会となりました。ぜひ第２弾をとの要望もあり父親が

発言し、行動することに世の中が注目している証左なのでしょう。Ｎさ

ん本当にありがとうございました。これからもＤＡＤは人生を、家族を、

子どもを、社会を考え続けていきます。 

HP（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）でダウンロード下さい 
パパソソココンンががおお手手軽軽のの方方ははホホーームムペペーージジをを検検索索ししてて、、ダダウウンンロローードド下下ささいい。。EE メメーールルははセセイイフフ  

テティィーーチチェェッッククがが働働いいてて送送付付ででききなないい方方がが多多くくあありりまますす。。切切手手代代ももかかかかりりまますすののでで、、ごご協協力力をを  

          アンガージュマンよこすかＵＲＬ：http://engagement.angelicsmile.com/ 

連絡先  Tel/Fax 046-801-7881 e-mail:engagement@jcom.home.ne.jp                                 


