
05 年８月アンガージュマン日程 
 

フリースペース・学習サポート、共に充実して多くの仲間が集まっています。のぞいてください。 

※※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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※※詳詳細細はは TTEELL 等等ででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。予予約約ななどどももどどううぞぞ！！  

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  

夏夏休休みみフフリリーーススペペーースス  
○○午午前前中中（（1100 時時～～1122 時時））ははフフリリーータタイイムム「「読読書書」」「「ビビデデオオ」」「「ＰＰＣＣ」」「「ゲゲーームム」」  

◎◎昼昼食食（（11１１時時～～1133 時時））ははみみんんななでで作作りりまますす  

●●午午後後（（1133 時時～～1155 時時））はは外外出出メメニニュューー「「ププーールル」」「「カカララオオケケ」」「「ボボーーリリンンググ」」「「映映画画館館」」    

DDAADD ﾌﾌｨｨｰーﾙﾙﾄﾄﾞ゙（（収収穫穫祭祭））・・・・・・葉葉山山町町のの農農園園    ８８月月７７日日（（日日））１１００時時～～２２時時  

ＤＤAADD ﾌﾌｨｨｰーﾙﾙﾄﾄﾞ゙・・ババーーベベキキュューーはは是是非非ごご家家族族ででおおいいででくくだだささいい。。材材料料のの手手配配のの関関係係でで  

出出席席者者数数をを知知りりたたいいののでで申申しし込込みみをを５５日日ままででににおお願願いいししまますす。。ススタタッッフフももＤＤＡＡＤＤもも張張りり  

切切っってていいまますす。。夏夏ババテテをを乗乗りり切切りりままししょょうう！！！！                                                                  

２２００００５５（（平平成成１１７７））年年８８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.１８ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

灯ろう映えるい～じゃん・うわまち商盛会“よる市” 
６月中旬から７月１５日の「灯篭夜市」に向け灯篭作りに奔走した一ヶ月をアンガージュマン・よ

こすかは過ごした。スタッフやあばうと利用者はダンボール 

を組み立て、絵を描きノリで貼っていく。場合によってはネ 

クスト（学習サポート）の利用者も灯篭の絵を引き受けてく 

れた。一時は灯篭であばうとフリースペースが埋まってしま 

う様相もあった。季節物とは言いながらも、訪れる人は目 

を丸くしていた。「灯篭夜市」は商盛会のサマーセールとし 

て夕方７時から９時まで、手作りの灯篭を商店街歩道の真 

ん中に置き、各店舗が商品を並べ、またアイスキャンディーを配るなど工夫を凝らした。EY もうわ 

まち病院入り口で、サマーセールを盛り上げるため、“とうもろこし”と“イカ”焼きを販売した。「あ 

ばうと」と「ネクスト」利用者が、ある人は焼き手に、ある子は呼び込みに、そしてある人はお釣り 

を渡すなど等、個性に合せてお店を切り盛りした。イカととうもろこしは瞬く間に売れ、７時過ぎに 

は完売した。急きょ焼鳥を仕入れ販売したが、コンロのガスがなくなってしまった。                       

 通りにはうわまちの優しい人々の声が響き、はしゃぎ回

る子ども達も穏やかな笑顔でアイスキャンディーを頬張

りなめていた。８時半ごろから片づけを始め、ボランティ

アに取り組んだ子ども達には差し入れのアイスクリーム

で慰労し、９時には灯篭を回収をし、片づけを終え、街は

何時もの落ち着いたうわまちに戻った。この街の人たち

と一緒に夏の一時を過ごせる喜びと、利用者の明るい笑

顔に平和な心地よさを感じた。  （事務局長：滝田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂之上のひとりごと ⑬     代表：小柳良 

 夏休み真っ最中です。夏休みで思い出すのはﾗｼﾞｵ体操。いつの頃からか夏の風物ではなくなりまし

た。あの体操は昭和天皇の即位の記念に逓信省簡易保険局が考案したようです。兵士になる国民の

身体の改善、「早起き」という徳の強調、学校での整列や体操を国民的レベルで導入することなど様々

な視点からﾗｼﾞｵが使われたのでしょう。学校体操は、従順な身体を作り出し、近代以前の日本人の身

体を軍隊にふさわしいものに改造する役割を果たしました。それが学校から社会へと、規律と学習の場

から生活の場へとﾗｼﾞｵをつかって移っていきました。やがてそれはスポーツ熱となって東京オリンピッ

クに繋がっていきます。それにﾗｼﾞｵが時間厳守の観念を植え付けました。時報とともに時計を合わせ

るようになるのもこの頃です。今では自分の身体は自分のものとジムだエステだと個々人で身体の価

値を高めようとしますが僕が子どもの頃はラジオ体操という集団的な体操が好まれたのでしょう。今で

は学校から社会という図式も崩れ、生活の場でも集団的身体を保つことがなくなっています。こどもは

それを勘で感じ取っていますが学校ではいまだにラジオ体操的なことが行われている気がします。 

 



～ふりーすぺーす・あばうと～ 

便り１ At 中央公園のカダン 
最近、カダンに入れ込んでいる島田（スタッフ）です。ちょっとカダンにゴ 

ミなどがあると、すぐ頭に血が上るほど・・・。通りがかりの方が花を植えて 

下さったりしているようで、だんだん華やかになってきています。 

ひまわり N 君に寄付していただいたヒマワリの苗が見事に花を咲かせ 

ました！ゼヒ見に来て下さい！立派な花ですよ！ あばうとのみんなで種 

をまいて育てた苗も全て植えまして、まだ小さいのですが、どうにかこうに 

か育っています。 

便り２ At 上町商盛会ｻﾏｰｾｰﾙ灯ろう夜市 
  あばうとは全国津々浦々へ、（フーテンの寅よろしく）祭りや市に出店すべく 

日夜奮闘中です！ と言うのは冗談ですが、とにかくみんな頑張りました。声 

を 張り上げてトウモロコシを焼くＥ君。服装から仕                

事っぷりから本職と見まがうほど板についていたＭ              島 

さん。ず～っとイカを焼き続けた（助っ人の）H 君。               田 

スタッフ一同、みんなで何かまたやりたいねｴ、と              で 

話しています。みんな、ありがとう！！                      す 

～社会見学事業～ 
7 月１９日（火）の午後、第 1 回の社会見学を実施しました。この事業は不登校の子どもやひきこ 

もりの若者の社会体験、キャリア教育の推進を含めて今年度後半から来年にかけて積極的に展開 

していきます。第 1 回は、代表の知人で本団体の顧問（松下竹次氏）の病院を訪問しました。見学 

場所は新宿（早稲田大学の近く）にある国立国際医療センターです。今回、不登校の子どもたちは 

夏休み前の慌しさの中で参加できず、若者たちとスタッフ 5 人で訪問し感激？して帰ってきました。 

便り３「サーズに恐怖を感じて」 

 暑い日差しの中、新宿にある国際医療センターに見学に行きました。案内してくださったのは、小 

柳さんの知人の金川先生です。まず、病院の案内用 DVD を見た後に、スクリーンによる講義の再 

現をして頂きました。何の情報も仕入れていかなかったので、DVD から流れてくる国際派遣などの 

難しい話題に最初とまどいました。しかし後半の講義は先生の気さくな人柄と判りやすい解説で興 

味をもって聞くことができ、特に印象に残った「サーズ」との闘いの話は、ある意味下手な怪談より 

恐怖を感じました。そして気がつけば二時間経っていたのでした。因みに帰りにラーメンを食べて帰 

ったのも社会見学の一環です。  （宮崎） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひきこもり親の会ウィル･よこすか  

ほほっっととししてて、、ホホッットトににななるるウウィィルルをを  

頑なな心が柔らかくなって                                

  暑さが続きますが、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。7月の定例会には5人が集まり

ました。アンガージュマンからは吉本・小柳さんが加わり、少人数ならではの話し合いが持た

れました。子どもの状態は「あいかわらず」「一進一退」であるけれど、毎日の生活の中での

「小さな変化」を大切にしていきたいと思っています。今まで自分と家族との関係以外関心が

なかったけれど、植物や動物の世話をすることに興味が出て自分で管理をして大切に育てて

いる。それは「心を耕すこと」をしていることになると言われ、その気持ちを大切にしていきた

い。初めは否定していた自分をだんだん肯定する時期になってきて、自分を認め始めている

のだと思う。それだけではなく、親も少しずつ変化してきていて Dad(父親の会)に参加して、父

親が少し「深く」なってきていると思う。そのためか子どもとの関係も良くなってきている。また、

家族が言っても聞く耳を持たなかった事も、他人に言われると少し考えているようだ。等の話

が出ました。私たちは仲間や世話をするものがあることで、自分の心の 

畑を少しずつ耕しているのでしょうか。頑なだった心が少しずつ鋤き返さ 

れて柔らかくなっていく。そこに種が蒔かれれば芽を出しやすくなります。 

小さな変化を見逃さず、見守っていくこと、それを楽しむことがとっても大 

切に思えます。ウィルに出て少々下降気味だった私の心がホット（熱く） 

になりました。（小さな変化？） 来月もほっとして、ホットになる集まりが 

出来ればと思います。            （ウィル代表：勝又紀美子） 

次回は８月２０日（土）１３：００～１５：００ ＤＡＤﾌｨｰﾙﾄﾞ収穫 

会費 アンガージュマン会員無料  会員外５００円 
        なお、この間集めました 200 円については説明し返金させてただきます。 

【事務局より】                                       

気気軽軽にに相相談談！！「「一一人人でで背背負負わわなないいでで」」      
先月、「月に１回程度の相談日を設け、親御さんと相談者がきめ細かな支援及び学習プ 

ログラムを作り上げていきたいと思います。」と呼びかけ１５件を越える相談が成立しまた。 

子どもたちの理解が進み、親御さんの願いや悩みを聞くことが出来、相談者も希望を持ち 

ました。相談された方でお気づきの事がありましたら、お気軽に感想をお寄せ下さい。ご希 

望による有料相談ですので、ご家庭の状況に合わせて計画下さい。なお相談日・時間・相 

談者は希望出来ます。連絡頂ければ調整を致します。ぜひご活用下さい。 

           

 

 

 

 

 

                 
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                               

相 談 者 相 談 内 容 曜 日 時   間 

小 柳   良 親や家族のこと 月～金 午後３～６時 

吉 本 照 子 親子の関係のこと 随時 随時 

滝 田  衛 子ども（進路・発達障害）のこと 月～土 夜７時以降・土は終日 

山 川 幸 子 子ども（学習・進路）のこと 月～水・金 午後４時～７時 

渡 辺 悦 子 カウンセリング 随時 随時 

 

=スタッフ雑感= 

「あるがままの我が子を受け入れる」 
 不登校やひきこもり状態の我が子を持つ親が出会う言葉です。“受け入れる”という事は“受

容する”ということになるのでしょう。受容とは「人それぞれ異なった考え方、感じ方、生き方をし

ていることを心から理解し相手に純粋な感心を持って、評価や判断を加えず受け取る。」（７/２

３・土、カウンセリング講座より） この世でたった一人の母親（父親）なのだから。そうすべきと

か、そうできない私（親）はダメだ･･･等、自分を責めたり焦ったり・・・。でもちょっと待って・・・。

私（親）自身はあるがままに受け入れてもらえているのだろうか･･･？ 我が子は第三者（EY

等）に任せて、まずは面談や保護者会、カウンセリング等を利用して、あるがままの自分を見

つめ、認め、受け入れていく。始めてみませんか？    （吉本照子：あばうと・相談スタッフ） 

 


