
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

0６年４月アンガージュマン日程 

※印は閉室の印です  

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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☆☆PPCC・・ギギタターー・・ビビーーズズ講講座座はは無無料料    ☆☆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））  

☆☆カカララオオケケ・・ボボウウリリンンググ・・社社会会見見学学等等はは交交通通費費・・利利用用料料等等実実費費個個人人負負担担でですす        

２００６（平成１８）年 ４月 １日発行  発行責任：小柳良  編集責任：滝田衛 

 

   ＮＰＯ法人通信 No.２６ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  

新たな出会い、新たなる道 
  

アンガージュマン・よこすかが上町の坂のうえに開設してから２年がたちました。桜の花が咲き乱れ

るなか今日も「あばうと」 や「ネクスト」こどもや青年たちが訪れます。彼らの笑顔を見ながらこの２年

間を振り返りまたこれからを思い描きます。 

「不登校」や「ひきこもり」と呼ばれる人たちやその家族がい

つでも来る事ができる居場所としてアンガージュマンは出発し

ました。学習サポート・相談事業・フリースペース事業・親の会

等に多様な人々が関わってくれました。各種講座、社会見学、

お菓子作り、カラオケ、花壇、野菜畑、夏のキャンプ、・・・・・。

笑いあり、涙あり、喧嘩ありの楽しくて苦しい２年間でした。私

達はそのなかで生きにくさをかかえている人たち（大人も、子供も、私達も）の多さに驚きました。それ

は個人や家族だけの問題ではなく現代社会が抱える矛盾のしわ寄せが一番弱いところに集中してい

るように感じました。年金や税金そして少子化の問題を声高に叫ぶ前に、私達は「不登校」や「ひきこ

もり」の原因のひとつである（それはとても見えにくいものです）虐待、ネグレクト、ＤＶそして発達障害

の問題に突き当たり、不可視の事象を感じる勇気と感受性を、そして個人の問題ではなく家族の、し

いては社会的な問題としてみる視線を持つ必要性を痛感させられたのです。総体的にみて前述の相

談は多くないかもしれませんが多くの示唆を私達に投げかけました。 

坂の上では４月から前にも増して多くの新たな出会いがあるでしょう。子供たちや若者の成長に寄

り添い彼らの課題を自分達の課題として共に考えていきたいと思います。就労支援の場として「はる

かぜ書店」が開店します。よりきめ細かい相談をしていくためにコーディネートセンターがうまれます。

誰もがゆっくりすごせるようにフリースペースが充実します。多くの子が学びの喜びを実感できるよう

に学習スペースが広がります。利用者の親の会が発足します。 

アンガージュマンからボランティアやアルバイトに出て行く人が増えています。上町のパン屋さんで

は、うつむき加減だった若者がお客さんと大きな声で話していま

す。「ネクスト」では発達障害の子も不登校の子も解からない勉強

が少し理解できたと講師と楽しそうに話しています。「あばうと」で

はギターの弦を弾く音やおしゃべりの声が響きます。 

３年目も、同情ではなく共感を、牽引ではなく同行する感性を持

ち、共にうろたえ、悩み、楽しみながら歩きます。御指導・御鞭撻

を！！（小柳 良） 

 

 

 

 

◎会員の更新をお願いします    よろしくお願いします◎ 
今年は、就労支援センター・はるかぜ書店、フリースペースそして相談など、利用方法

が変わり、利用し易くなります。会員の特典（相談料・書籍購入等）もありますので宜しくお

願いします。不明な点は下記にご連絡下さい。更新及び入会の手続きは、次の通りです。 

１ アンガージュマン事務所にて受け付けます 月～金、１０時～２０時 

２ 銀行振り込みの場合   ・三浦藤沢信用金庫 上町支店 普 ０１４２１２２ 

                  ・湘南信用金庫    上町支店 普 ４０５０６９０ 

３ 郵便振替の場合      口座記号  ００２１０－４－１１２８２２ 

※振込みで名前が確認できない場合がありますので、ご一報（Tel･ﾒｰﾙ）下さい 

ネクスト利用で更新がお済みでない方は、４月授業料に合わせてお振込み下さい。 

    



        ササククララ咲咲くく  新新たたなな風風  ににののっってて 

共共にに生生きき  共共にに支支ええ合合うう  地地域域へへ      
 上町商盛会で子どもたちと若者たちが生きていく。共に支え合う地域へ、私たちも新たな風とな 

ってこの地域で一緒に生きていこうと実感しています。この地域に愛され育まれながら、更に新 

たな風を吹き込むために、次の事業を展開します。 

就労支援センター・はるかぜ書店をスタートします！  
はるかぜ書店チーフマネージャー 石原直之 

４月１日よりアンガージュマン・よこすかは上町１丁目で店を開いている福祉書籍の専門店「は 

るかぜ書店」の運営を引き継ぐことになりました。半年間、はるかぜ書店で修行をした石原が店 

長となります。今後も福祉の書籍を中心にお客様のニーズに合わせた品揃えを心がけていきま 

す。店舗の場所は現在工事中の新店舗完成まで今のまま、平坂上バス停前の上町１－４６です。 

工事が完成したらうわまち病院入り口左側の新店舗に移転します。営業時間は原則、朝１０時 

から夜７時まで、日曜祝日は休業です。はるかぜ書店は単に本を売るだけでなく働きたい人のた 

めの仕事を経験する場所でもあります。みなさんどうぞお気軽にお立ち寄りください。 

                                      （大学卒業後ひきこもり１５年経験） 

今年度から大きく変わります    末永くごひいきに…   
フリースペース・あばうとチーフアシスタント 島田徳隆 

 ３月がゆっくりと過ぎ、4 月を迎えることが出来ました。あばうとのゆったりした雰囲気は相変わら 

ず。そんな雰囲気の中、時節柄多くの人が出入りしています。とはいっても、季節・時間・老若男女 

を問わず、色々な人が出入りするのがあばうとの特色！３月はチューリップを植えたり（ちょっと弱 

ってますが）、チヂミを作ったり(ネギでしたが)、DVD を観たり（つまんなかったみたいですが）、ソレ 

イユの丘へ行ったり(風呂入ったり)、カラオケをしたり（絶唱…）、アクセサリ講座は春ということでパ 

ールを使いました。さて、昨年よりフリースペースは不登校の日(水・金曜日)とひきこもりの日(火・ 

木曜日)を分け、それぞれの日に合う企画をしてきましたが…４月より不登校・ひきこもりの枠を取り 

払います。よって、どなたでも、いつでもお越しください。また、私こと島田はこの 4 月よりフリースぺ 

ースあばうとに常駐することになりました。是非みなさん足を運んでくださいね。 

（都留文科大学卒業 資格：中・高国語教諭） 

相談等は新たにここにまとまります 
コーディネートセンター・うわまち チーフ 滝田衛 

 不登校、ひきこもり、そして発達障害の子ども達への支援をトータルに進めていく事業です。基本 

は相談とカウンセリングですが、学校や病院、保健所や相談機関との連携に

も取り組みます。１人の子どもの発達成長は親だけの責任ではありません。

特に思春期を迎える子ども達には、多様な大人や機関の知恵と力が必要で

す。具体的には「学校へ行けない」「社会に出られない」「落ち着きが無い」

「学習が追いつかない」等の状態となります。対応する親や教師や友人が困

っていますが、何より当事者の子ども自身が「困っている」のです。親はどう

関わり、学校の学習はどう進め、相談機関は何をするのか。子どもへのアセ

スメントを基本に、それぞれのプログラムを作り支援の手立てを構造化します。みんなが発達成長 

の資源なのです。その関係を紡いでいこうと思います。その他、子ども・若者に関わる調査、資料 

収集を行い、子どもと若者の理解を進めます。 

（事務局長、「学校心理士」「臨床発達心理士」、元教員） 

 

        改定 アンガージュマン・よこすか 利用方法   
１ まずは電話又は来所にてお尋ね下さい 簡単な利用案内をお伝えします  

※必要に応じ相談予約下さい 相談は有料です 

       ① 相談、カウンセリング、就労支援他･・・・・・・・・・・・・・・・ ０４６－８０１－７８８１ 

       ② 一般的な問い合わせ、自助ｸﾞﾙｰﾌﾟ・・・・・・・・・・・・・・・・ ０４６－８０１－７８８１ 

（未来、ウィル、Dad・ダッド、夜食会）             

       ③学習サポート・ネクスト、フリースペース・あばうと・・・・・・ ０４６－８０１－７８８２                

     ２ 予約をして、相談をお受け下さい ここからは有料となります 

       ① 不登校やひきこもり   ② 発達障害 

       ③ 学習支援（学習サポート・ネクストを希望の方は無料です）   ④ その他 

     ３ アンガージュマン・よこすかに入会下さい 会員料：１家族５，０００円(１年間) 

     ４ 事業をご利用下さい 

       利用できる事業は 

      （１） フリースペース あばうと 午前１０時～午後４時 

         対象     不登校・ひきこもり・発達障害・その他 

         利用料金  １ヶ月１０，０００円 

※横須賀市在住の小中学生が利用すると出席と認められす       

        他市町村は今年度の課題ですが、既に認めている町もあります 

内容     各種講座（ｷﾞﾀｰ・PC・ﾋﾞｰｽﾞ等）、社会見学、体験活動（文化・ｽﾎﾟｰﾂ） 

                  ※全て無料ですが、実費は負担下さい 

         その他    利用者の親の会を月１回開催します ご参加下さい 

      （２） 就労支援事業 キックオフプロジェクト（年前後期 各５ヶ月間の支援事業） 

         対象     ひきこもりの若者         

         利用料金  １月２０，０００円（全５ヶ月 計１００，０００円）  ※フリースペース無料 

         募集     年２回   前期 ４月募集  後期 １０月募集    

         内容     ①就労講座     ガイダンス、販売士資格取得、体験談、経営者談等 

                 ②就労ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ   はるかぜ書店、上町商盛会、孫の手・お届け便事業等 

                 ③社会体験      園芸・農業、社会見学、スポーツ、文化活動（カラオケ等） 

         その他    利用者の親の会を月１回開催します ご参加下さい 

      （３） 相談・カウンセリング・発達支援事業  

         対象     不登校・ひきこもり・発達障害・子育て等 

         利用料金  ①１年契約 ３０，０００円   

②１回     ５，０００円    ※どちらか選んでください 

         内容     ①相談・カウンセリング 

                 ②関係機関との連携改善（問題発生時等に仲介連携します） 

                 ③子どもへの直接的な発達支援（アセスメント、プログラム、指導等） 

         その他    利用者の親の会を月１回開催します ご参加下さい 

      （４） 学習サポート ネクスト 

         対象     小学生・中学生・高校生（定時制補習・高校卒業認定含む）等 

         利用料金  １授業 ９０分 ３，０００円 

         内容     ①指導教科 国語、算数・数学、英語、社会、理科   

                 ②個別指導 講師（教師経験者、学習塾経験者、大学生他） 

         その他    振り替え・キャンセルは可能です 

                  ※受講当日の午前中までに連絡下さい  

午後連絡はキャンセルできません 

 

 



      ダッドの会（ひきこもり父親の会） 
  この春、息子はデビュー1年目 
            約７年前、息子が大学へ通学せず家にずっと籠っていると妻から聞い 

たのは、広島への単身赴任中のことであった。その時は、その事態につ 

いての知識が皆無であり、図書館等で資料を漁って読み始めたが、少し 

理解できるようになったのは２～３年後と記憶している。   

       最初に息子にしたことは、私としては良かれと思い、時間があるなら運 

転免許の取得を息子に勧め、どん底の気持ちでいたであろう息子は断る 

ことも出来ず、しぶしぶ教習所通いを始めたが、途中でどうしても通えなくなってしまった。 

今から思うと私はその時点で、少しも息子の気持ちを理解できておらず、最悪の対応をとっ 

たと後悔している。単身赴任が終了してから、ひきこもりに関する講演会や講習会に消極的な 

がら妻と、または単独で参加し、横浜市金沢区の父親の会や２年前からダッドの会員として情 

報収集や勉強を行い、今日に至っている。これらの体験と息子のお陰で、過去の高度成長期 

の社会にどっぷり漬かり、今日の社会変化進行中の時代に疎かった私は、自分には気付か 

なかった色々大切なことを教えられた。 

自分を変える努力を 
Ａ 講演会、講習会、父親の会等からは 

１ 子どもを変えるのではなく、自分を変える努力をしよう 

２ 子どもの良い処探しをし、そこを誉めよう 

３ 家族だけで解決しようとせず、第三者の手を借りよう 

   ４ 子どもからの返事がなくとも挨拶を励行し、またやって 

貰ったら“ありがとう”と言おう 

   ５ 子どもの依存心や適度の自律心を養うため、時々家庭 

の生活環境を変えよう 

   ６ 夫婦は仲良くしている姿を子どもに見せて安心させよう 

   ７ 夫婦は趣味やスポーツに没頭し楽しんで、子どものこと 

ばかりに目を向けていない姿を見せよう 

   ８ 子どもへの質問は、回答がＹｅｓ、Ｎｏで答えられないように質問しよう 

   ９ 子どもは生きていることが仕事である位の気持ちを持とう 

 Ｂ 息子からは 

   １ 家庭では会社のやり方、話し方は通用しないよ。縦方向ではなく、横方向のコミュニ 

ケーションが大切 

   ２ 同じものを見ても、見方、考え方、感じ方は各人異なるので、相手の話は最後まで聞 

いてから自分の話をしてくれ。最後まで話を聞かず途中で結論を出さないでくれ。 

   ３ 色々なことを細かく指示しすぎるよ。子どもの判断をもう少し尊重し、過度に指示し過 

ぎないでくれ。 

        会社外の多くの人達と 
以上、体裁良く色々と列挙したが、実はまだどれ一つとして１００％常に実行できたこと、自 

信を持って言えるものは何もない。特にＡ－１、Ａ－６やＢ－１～３は自分の環境や永年の会 

社生活の影響に染まって自分の体質を本当に変えるまでに至っていないことが良く判る。又、 

付随的には次のような状況が生まれた。 

１ 夫婦の間で飛躍的に会話量が増えた。 

２ 会社外の多くの人達と顔見知りとなり、励まされた。 

３ 息子の希望で 4 年前に飼った犬が間接的に家族を結びつけている。直接息子との対 

話は出来ていないが、犬を通じて気持ちを通じ合えることがある。 

４ たまに息子が作った美味しいパスタを食べさせてもらえる。 

引き続きのサポートを 

     なお、息子はこの春でアンガージュマン・デビュー1 年目になる。こ 

んなだめ親爺であるが、幸いにもアンガージュマン関係者皆様の温 

かい息子へのサポートや息子自身の外に出ようとする努力もあって、 

昨年秋以降の半年間は週に数日は就労講座、パソコン講座、夜食会、 

畑仕事、お年寄り宅依頼の庭の草刈り、部屋の掃除、映画会等 見 

違える程活発にアンガージュマンの催しに参加できるようになりました。 

終わりに、紙面をお借りしてこれまでのお礼を申し上げ、引き続いて 

の皆様のサポートを切にお願いする次第です。        （ダッドの会 ＨＫ記） 

                                   

 

 

 

 

 

 

ひきこもり親の会ウィル･よこすか  

       これでいいのだ！とバカボンのパパ  
２月はこちらの都合で報告がぬけてしまい、申し訳ありませんでした。では、3 月 11 日の例 

会報告です。参加者 9 名と代表小柳さん、事務局長滝田先生、そして保健所で日々ひきこもり 

支援の窓口として奮闘なさっている葛貫さんをゲストにお迎えしました。 

(毎回の凄まじい母親パワーに辟易気味の男性陣には心強い味方だったのでは？何卒子を 

宝と慈しむ母の深～い愛ゆえとこらえて下さいませ！) 

用意して下さった資料をもとに保健所での支援事業の実績 

報告をされた後、４月より施行の新障害保健福祉制度の事(主 

に障害者自立支援法について)にも触れられました。現実的な 

医療費負担の実態は、自立できない子を抱える親にとっては 

年金制度と共に先行きを考える程に大きな心労の部分です。 

軽減には諸手続きが必要ですが、詳細は意外と知られていな 

い様です。その意味でも今回のお話は有意義で、父親の参加 

を募れば多数得られたのではと思いました。予定時間の後も 

残って下さった葛貫さんを交えて活発な話し合いが続き、個々 

のお子さんの様子を話し終えると二時間オーバーで終了しました。我が子が世間一般と違った 

事から悩み集った親の会ですが、いろいろな意味で今後の課題が見えてきた様に思いました。 

でも一体何が問題なのか？自分を守る為のアクションが、普通と違うといわれて、ひきこも 

りとよばれる病気もどきの扱いをうけて、果ては本当に追い詰められて身動きできなくなってし 

まうのか？否！力を抜いて無理せずに自分のぺースでできる小さな事でも積み上げて生活し 

ていけばいいのでは？結構簡単そうでこれは難しいですね。過去も未来も現在という点の繋が 

りだけで本当は「今」しかないんだけど…基本は食う寝る笑うかな？「これでいいのだ！」とバ 

カボンパパみたいに毎日気楽に暮らしていかれれば人間ホント幸せですよね♪ 

(WiLL 運営委員・三澤)         

 

 

Dad(ﾀﾞｯﾄﾞ)昼食会   日時４月２２日１２時３０分～  

男の手料理で Will・未来・利用者のお母さん達を慰労します。上げ膳据

え膳でお母さん達を迎えますので、ぜひご参加下さい！？ 

 


