
06 年１０月アンガージュマン日程 
利利用用はは会会員員ととななりり、、フフリリーーススペペーースス・・キキッッククオオフフ講講座座・・相相談談ｺｺｰーﾃﾃﾞ゙ｨｨﾈﾈｰーﾄﾄ・・学学習習ササポポーートト等等をを選選択択下下ささいい。。 

※※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。。予予約約ももどどううぞぞ！！          ※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））  

                      11  

                          ※※  

                            

              

22 フフリリーーススペペーースス  33 フフリリーーススペペーースス  44 フフリリーーススペペーースス  55 フフリリーーススペペーースス  66 フフリリーーススペペーースス  77  88    ※※  
Am10:30PC 講座 Am 花壇整備 Am10：30  あばうとに Pm1：30 ※※  報報告告会会((別別紙紙))  

Pm1:30 Pm1:30 料理作り 島田工房開設 卓球，ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ PPmm11：：００００  

ギター講座 PC 基礎 
Pm1:30 ｷｯｸｵ

ﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 
   ククロロスス  

学習サポート  学習サポート   学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート 

PPmm11::0000  

「「ははるるかかぜぜ書書

店店のの全全てて」」  
県県ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄププララザザ  

99  1100 フフリリーーススペペーースス  1111 フフリリーーススペペーースス  1122 フフリリーーススペペーースス  1133 フフリリーーススペペーースス  1144  1155  
  Am 花壇整備 社社会会見見学学  あばうとに Pm１：３０ ※※      

※※  Pm1：30 Am10:30 島田工房開設 販販売売実実践践講講座座  PPmm11：：００００        ※※  

  PC 基礎 某大企業  
港港南南台台タタウウンンカカ

フフェェ見見学学  
ウウィィルル      

  学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート   

1166 フフリリーーススペペーースス  1177 フフリリーーススペペーースス  1188 フフリリーーススペペーースス  1199 フフリリーーススペペーースス  2200  2211  ※※  2222  
Am10:30PC 講座 Am 花壇整備 Pm1：30 Pm2：00 フフリリーーススペペーースス  AAmm1100::0000    

Pm1：30 Pm1：30 乗乗馬馬講講座座  ララッッピピンンググ講講座座  Women’s day 利利用用者者親親のの会会    

 ギター講座 PC 基礎   Pm7：00SSSSTTＡＡ Pm1：30SSSSTTＹＹ PPmm11：：００００未未来来      

学習サポート  学習サポート   学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート   

2233 フフリリーーススペペーースス  2244 フフリリーーススペペーースス  2255 フフリリーーススペペーースス  2266 フフリリーーススペペーースス  2277 フフリリーーススペペーースス  2288  ※※  2299  
Am10:30PC 講座 Pm1：30 ﾋﾋﾟ゚ｱｱｶｶｳｳ Pm1：30 SSTＹ  Am10：30 Pm1：30  PPmm11::0000      
Pm1:30 ｷﾞﾀｰ講

座 
ﾝﾝｾｾﾘﾘﾝﾝｸｸﾞ゙(別紙) 

 (別紙) 
アアククセセササリリ講講座座    

販販売売実実践践講講座座  

ポポッッププのの書書きき方方  
進進路路相相談談会会  ＰＰｍｍ３３：：００００  

←秋の大収穫祭＆山形物産展＠うわまち→ Pm7：00 Pm4:00 ﾋﾋﾞ゙ｼｼﾞ゙ﾈﾈｽｽ 総総合合福福祉祉会会館館    ＤＤＡＡＤＤ   ＤＤａａｄｄ  

Am10：00～Pm7：00みんなで手伝いましょう YO!! SSSSTTＡＡ((別別紙紙))  ｾｾﾝﾝﾀﾀｰー講講座座  PPmm55::0000      
学習サポート 学習サポート 学習サポート 夜夜食食会会★★  学習サポート 夜夜食食会会☆☆    

3300 フフリリーーススペペーースス  3311 フフリリーーススペペーースス  1111 月月 11 日日  1111 月月 22 日日  1111 月月 33 日日  1111 月月 44 日日  1111 月月 55 日日  
Am10:30PC 講座 Am 花壇整備 Am10：30 あばうとに   ※※      
Pm1:30 Pm1:30PC 基礎 料理作り 島田工房開設 ※※  PPmm11：：００００  ※※  
ギター講座 Pm1：30 ﾋﾋﾟ゚ｱｱ CC      ククロロスス    

学習サポート  学習サポート   学習サポート 学習サポート   学習サポート   

☆☆各各種種講講座座はは通通室室者者・・ｷｷｯｯｸｸｵｵﾌﾌ講講座座利利用用者者はは無無料料でですす。。講講座座ののみみのの利利用用はは有有料料((11,,00５５00 円円))でですす。。      

カカララオオケケ((約約 550000 円円))・・料料理理ケケーーキキ((約約 330000 円円))・・乗乗馬馬講講座座((11,,00５５00 円円))はは実実費費個個人人負負担担でですす。。  
□□毎毎週週水水曜曜日日のの昼昼食食はは利利用用者者((ﾌﾌﾘﾘｰーｽｽﾍﾍﾟ゚ｰーｽｽ・・キキッッククオオフフ))無無料料でですす。。利利用用者者以以外外はは有有料料･･２２００００円円でですす。。  

ﾎﾎﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾃﾃｨｨｱｱのの三三浦浦ささんんににごご協協力力頂頂いいてていいまますす。。「「みみんんななでで昼昼食食 TTiimmee」」～～「「わわががまままま TTiimmee」」へへごご参参加加をを。。  

△△  ｷｷｯｯｸｸｵｵﾌﾌ講講座座はは月月１１回回ののミミーーテティィンンググ((１１００月月４４日日  水水曜曜日日))、、そそししてて「「販販売売実実践践講講座座」」「「ビビジジネネススセセンンタターー  

講講座座」」もも順順調調にに動動きき出出ししままししたた。。  

そそししてて新新たたににススタターートトししまますす  ﾋﾋﾟ゚ｱｱｶｶｳｳﾝﾝｾｾﾘﾘﾝﾝｸｸﾞ゙：：１１００代代～～２２５５歳歳ままでで、、  

ＳＳＳＳＴＴＹＹ((ｿｿｰーｼｼｬｬﾙﾙｽｽｷｷﾙﾙﾄﾄﾚﾚｰーﾆﾆﾝﾝｸｸﾞ゙・・ユユーースス対対象象))：：２２００代代以以上上、、ＳＳＳＳＴＴＡＡ((アアダダルルトト対対象象))：：保保護護者者のの方方々々。。  

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

アンガージュマンよこすかＵＲＬ：http://engagement.angelicsmile.com/ 
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   ＮＰＯ法人通信 No.３２ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
   

就就就労労労支支支援援援セセセンンンタタターーー研研研究究究委委委員員員会会会(((準準準備備備会会会)))ををを発発発足足足      

働働働きききたたたいいい若若若者者者にににエエエーーールルルををを！！！   
９月２３日(土)、委員長に小林正稔氏(県立保健福祉大学助教授)、副委員長に為崎緑氏(中小   

      企業診断士)に就任いただき、アンガージュマンを中心にＮＰＯ等４団体と県行政２部４課で、若 

者の就労を促進する県域規模就労支援センター作りに向けた研究会(準備会)を発足しました。 

 小林委員長は「神奈川には人を育てる伝統がある、子ども達が夢を見れる神奈川を。ＮＰＯは 

“スペシャリスト”集団であると同時に“かたよった”活動形態でもある、だから協働しあうことは大 

事です。社会の資源を増やしていく経済学を実現したい」と。 

為崎副委員長は「商店街を支援する中で若者達を特別視 

せず“あたりまえ”の所に戻していくことを、アンガージュマン 

と商店街の関係で実感する。社会的弱者の就労支援を進め 

て行きたい」と。団体としては小田原の“子どもと生活文化協 

会“、横浜の”リロード“、川崎の”たまりば“、横浜の”Ｋ２ｲﾝﾀ 

ｰﾅｼｮﾅﾙ“が、行政からは県民部青少年課、県商工労働部商 

業観光流通課・産業活性課・雇用産業人財課が、それぞれ参加いただきました。アンガージュマ 

ンは、今後５年間かながわボランタリー活動推進基金２１の助成を受け、就労支援センターの具 

体化へ向け、研究協議を重ね人と情報の交流を進める実践的な活動を行います。 

報告会 10 月 8 日(日)｢はるかぜ書店の全て｣を開催 

 これを受けて、第１回就労支援ネットワークフォーラムを、はるかぜ書店の５ヶ月間の活動報告 

会として開催いたします。上町商盛会の宮原茂理事長にも商店街の視点で語っていただきま。

会場は横浜桜木町の県青少年サポートプラザ、会員の皆様、ご参加下さい。 (滝田衛) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神無月・坂之上のひとりごと 代表：小柳良 
季節は確実に秋になっています。汗ばむ日もありますが朝夕は涼しく、虫の音に耳を傾

け、我が家は夏がけから毛布になりました。毎年この月は進路相談会です。それに加えて今

年はフォーラムも開かれます。皆さんと逢えるのを楽しみにしています。  

 そろそろ鍋がいいですね。湯豆腐には鱈と、おいしい日本酒。あわあわと時間は過ぎ、いつ

の間にかお銚子が並ぶのです。古い居酒屋でなつかしい人に逢うかもしれません。これは川

上弘美の書いた「センセイの鞄」でのお話。今月のお勧めの一冊はこれです。38 歳のツキコ

さんと高校時代の国語のセンセイとの素敵な恋の物語です。季節と共に時間はゆっくり過ぎ

ます。キノコ狩、お正月、お花見・・・・。不思議な透明感があり、私の隣に居る人の話のようで

す。作者が書く酒と肴が私を居酒屋に誘います。はるかぜ書店の河合君と石井さんもお勧め

です。今日はセンセイになった気分で上品に日本酒で！ 

 



就就労労支支援援セセンンタターー事事業業  キキッッククオオフフﾌﾌﾟ゚ﾛﾛｼｼﾞ゙ｪｪｸｸﾄﾄ  

多多多様様様ににに､､､販販販売売売･･･ビビビジジジネネネススス･･･公公公務務務員員員･･･SSSSSSTTT 講講講座座座   
 利用登録者は約５０人と多いのですが、人の輪ができるところまでは進みません。人と会うことの 

緊張感、外向けの自分を作る辛さなど、人によって違いがありますが悩み苦しんでいることは十分 

理解できます。コーディネートセンターも１２人と年間契約を結び７歳から４０代までの支援を進めて 

います。耳にする言葉は、「意欲がわかない」「生きている実感がない」「こんなこと言っていいのか」 

「働けない自分の存在感がない」。思春期に自分を壊してみたものの大人としての自分を感じない、 

一言で言ってしまえばこういう言葉になるのでしょうか？ 一人ひとりの 

人生は自分なりに作っていくものでしょう。当たり前のことですが、家に 

いて自分の世界だけで自分を分析していても、自己探求力は高まるも 

のの、人生は変わりません。「自分が納得する」時間も大切です。しかし 

自分の存在感は社会参加の中で実感できるのではないでしょうか？ 

社会参加＝アンガージュマンしましょう！私達は一緒に伴走します。 

働くことが目的ではありません、生きていくことが目的です。１０月から就労支援センター事業も 

バージョンアップで展開を始めます。覗いて、足を踏み込んで、手を出して下さい。（滝田衛） 

 

                     

                    

          

        

      

          

第第 22 回回フフリリフフリリフフリリママ盛盛大大にに開開催催！！  

9 月 9 日(土)に横浜の青少年サポートプラザにて開催されました。県内のフリースペースやフリー 

スクールが一同に会し、それぞれの活動を紹介するとともに、催しやフリーマーケットや飲食の販売 

など、昨年に引き続き行われました。わがアンガージュマンからははるかぜ書店が本の販売をし、 

その脇でアクセサリー(ヘアゴム)を売り、外ではとうもろこしを焼きました（すみっこでペーパークラフ 

トも・・・）。そして、メインにはネクスト講師の田中先生のバンドが演奏を！まだ残暑が厳しく、特にと 

うもろこしを焼くのは暑くて大変だったのですが、外は飲食のテントが立ち並び、大盛況でした。室内 

も人が多く、ごったがえしていました。バンドがチューニングをする音を背景に店のセッティングをする 

と、気分がだんだん盛り上がります。特にバンドの演奏は他の団体や主催の県の方々からも評判が 

よかったのです！！販売も中々のものでした。これに気をよくして今後もアクセサリー販売については 

はるかぜ書店とともに、継続して行いたい、などと野望が・・・。 

《《社社会会見見学学》》  国国立立国国際際医医療療セセンンタターー  ((新新宿宿))  

昨年に引き続き見学をさせていただきました。小児科医長の松下竹次先生にはアンガージュマン 

の顧問をお願いしています。当日の案内は昨年と同様、金川修造先生にしていただきました。金川先 

生は長期にわたり海外で医療支援をされ、現在は国際疾病センターで渡航者健康管理室室長をされ 

ています。いわゆる“トラベルクリニック”というところにいらっしゃいます。今回は国際医療支援につい 

て講義を受けました。医療という枠組みだけでなく、広く｢支援｣について考えさせられました。講義の 

後は病棟の見学だったのですが・・・詳しくは紙面では割愛させていただきます。かなりカルチャーシ 

         ョックを受けたので、ぜひ来室した方にはご説明したい、と思います。 (島田徳隆)                                  

国国立立国国際際医医療療セセンンタターーへへ行行っってて思思っったた事事  参参加加者者（（仲仲本本  将将仁仁ささんん））のの感感想想  

２００６年９月１９日、この日 私は東京都新宿区戸山若松河田駅近くの国立国際医 

療センターというところへ行った。久しぶりの東京都 しかも新宿区。はじめて新宿区へ 

行った。私にとってこれは一つの冒険であった。いい日だった。この国立国際医療セン 

ターは高度専門医療センターであり、特に国際的な対応を必要とする疾患に関する診断治療並 

びに、これらの疾患や医療の分野における国際協力に関し調査研究及び技術者の研修を総合 

的に行っている。初めてこの施設に入った時には沖縄県の琉球大学付属病院と雰囲気が似て 

いて、高度で精巧な医療機関だと思ったものです。最初 私は一人で来て、あれこれまわって一 

人で見学を楽しんでいました。やがて「せっかく新宿区に来たのだから もう新宿の街に遊びに 

行こうかな」としていたその時にアンガージュマンよこすかのみんなと運良く合流することができ 

た。私を含み７人で会議室へ入り、そこの医療センターの先生にお会いして、お話を聞く事がで 

きた。お話の内容は、現在の世界の医療事情、発展途上国で問題になっている恐ろしい病気・ 

疾患・感染症、先進国と発展途上国の経済格差、戦後６０年間の世界の移り変わりなどいろいろ 

だった。お話のあとにエレベーターと階段で移動して、病棟を８人で見てまわった。我々一般人 

が知らない医療テクノロジーの一つを見ることが出来て、新たな勉強だった。こういうプロフェッシ 

ョナルの世界にふれあえて本当にためになった。そのあとみんなでラーメンを食べに行った。み 

そラーメンはうまかった。翌日、私は一人で新宿に行った。はじめての新宿は私にとって新発見・ 

刺激的・新たな出会いのひとことだった。いい２日間だった。  

ひきこもり親の会ウィル･よこすか代表：勝又美紀子 

不思議なパワー」の漂う集まり 

夜爽やかな風の季節となりました。いかがお過ごしですか？夏の疲れはとれましたか？ 

９月のウイルの定例会は１０人が参加しました。初めての方、２度目の方、久しぶりの方そしてお

馴染み（！？）の方々。またまた話しが盛り上がって予定の４時を大幅に過ぎてしまい、進行役と

しての未熟さを痛感！う～ん難しい！迷司会でごめんなさい！さて、いらして間もない方にはな

るべくたくさん話して戴くように心掛けています。いくら話しても話し足りないでしょうけれど。今月

は、その方々の話しに「私の場合はこんなことがあった」「その時はこうしてみた」等と、みんなが

それぞれの経験を語って、心からのエールを送っていました。その温かい雰囲気に、思わず感

激の涙！（心の中で）改めてウイルの歩んできた歳月を思いました。いろいろな方に支えられ、

応援され、頼りっ放しで来ましたが、親も子も夫々が着実に変化していることに驚かされます。変

化の速度や仕方は各々違っていても、人は決してそこにとどまり続けてはいないと思わせられま

した。人の細胞が日々生まれ変わる様に、気持ちも少しづつ変わります。私はウイルに重い気

持ちを引きずって参加しても、みんなの話しを聞いているうちに、何やら不 

思議なパワーを貰って肩の力がスーッと抜けていくことがあります。そして、 

「諦めずに、また頑張ろう」と元気がでます。みなさんはいかがですか？ガ 

ス抜きができたり、時には考え込んでしまうことがあっても、この「不思議な 

パワー」の漂う集まりを応援して下さる皆様に感謝しつつ続けていけたらと 

思います。「継続は力なり」！ ご支援のほどよろしくお願い致します 

各 種 ご 案 内 コ ー ナ ー 
（１）アンガージュマン・よこすか主催 

○１０月８日(日) 午後１時から午後４時  県青少年サポートプラザ･ホール(桜木町下車) 

○報告・講演会と紹介 第１回就労支援ネットワークフォーラム「はるかぜ書店の全て」 

（２）県教育委員会・横須賀市･３市町村主催 

○１０月２８日(土) 午後１時から午後４時 横須賀市総合福祉会館(京急汐入下車) 

○不登校の子どもたちのための 進路相談会(未来・ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝは県市に譲りました)  

（３）未来･ウィル主催  連絡先 ０４６－８０１－７８８１（三浦） 
○１１月２０日(月) 秋の一日、日帰り旅行｢紅葉と養老渓谷とトマト狩り｣ 

○費用：５，８００円   ○会員･非会員問いません  ○担当：三浦(未来)、勝又(ウィル)   

○行程：横須賀→アクアライン(海ほたる)→トマト狩り→おさかな村(買い物・落花生のつかみ 

取り)→御宿海岸ニューハワイ(ﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞ･入浴)→紅葉の養老渓谷ﾊｲｸ→横須賀 

 講   座 講  師 内        容 日程 

販売講座 為崎 緑氏 他 書店経営に生かせる商業技術を実践的に学びます 月２回 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 荒川峰彦氏 他 ｲｰラーニング(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)でﾋﾞｼﾞﾈｽ技術を学びます 月１回 

公務員講座 元公務員(現役) 来年公務員(高校卒業資格は２９歳まで)を目指す学び 週１回 

SST 講座 滝田 衛 ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、認知行動とｱｻｰｼｮﾝで学びます 月２回 

 ※参考 為崎緑氏：中小企業診断士 荒川峰彦氏：関東学院大学 

 

 

 


