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  １１回回参参加加ででもも面面白白くく行行ええまますす。。自自分分ののメメンンタタルルなな力力をを育育ててまますす。。  

 

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.３６ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
   

悩悩悩みみみののの狭狭狭間間間ででで･････････   そそそのののまままままま？？？   次次次へへへ？？？      
＝＝＝   一一一人人人ひひひとととりりりののの若若若者者者ののの未未未来来来ををを紡紡紡ぐぐぐたたためめめににに   ＝＝＝   

県青少年センターが主催する「孤立する若者への支援」が1月20日(土)に開かれまし

た。宮本みち子教授(放送大学)が基調講演し、武藤啓司氏(リロード)、和田重宏氏(CLCA)、

西野博之氏(たまりば)をパネラーに滝田(ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝ)がコーディネーターとなり討論を

しました。会場には当事者の親御さんや関係者200名近くが集まり、はるかぜ書店(石原

チーフとIスタッフ、ボランティア1名)も宮本氏らの著書を提供する形で出店しました。 

宮本氏は若者の労働実態の困難さを構造的問題として「移行的・媒介的労働市場」のボ

ランティアや補助金付雇用等を提言、NPOと行政の連携ネットワークを訴えました。一方

若者たちのへの支援は「就労がゴールではない」(武藤氏)「つながりを失い分断されてい

る」(和田氏)「若者は多様、～してあげるものではない」(西野氏)と、当事者の生き辛さ

の視点に立ち「生き方探し」を訴えた。会場からは「子どもが置かれている現状は理解で

きるが、現実として将来が心配」と親御さんの発言。三者の立場の微妙な違いが明確とな

り、『若者への“支援”とは何か？』の根源的な問いを改めて実感しました。 

   生生生ききき方方方探探探ししし   誰誰誰にににでででももも問問問わわわれれれるるる課課課題題題   
キックオフ･プロジェクトに参加する若者達が書店でボランティア研修を始めていま 

す。「働くことで一日が充実」「丁寧に教えてくれるので感謝」と研修生は語りながら 

も、「上手くできない」「レジの扱い不安」等を口にしています。誰にでも生き方の迷 

いや日々の悩みはあります。ぜひ、スタッフに相談しながら自分らしさの実感を(滝田) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂之上のひとりごと    如月      代表：小柳良 

暖冬とはいえ寒い毎日です。この季節多くのスポーツはオフですがラグビーはシーズン真最中で

す。私もラグビーファンの一人で、時間があれば球場に足を運び、又テレビでも観戦しています。今年

は関東学院が早稲田をくだして大学日本一になりました。よく言われるように ONE FOR ALL・ALL FOR 

ONE はラグビーを表す有名な言葉です。ノーサイドとは試合終了の意味で敵も味方もなく皆仲間だと

解釈できます。聖地秩父宮ラグビー場には風呂はひとつで、試合後は皆で入り、アフターファンクシ

ョンで共に今日の試合を讃えあいます。３０人の大男が体をぶつけ合う格闘技が紳士のスポーツと

いわれる所以は、レフリーが見えないところでもフェアーに戦うという精神からです。たとえトライをとって

も決して大げさに喜ばないのは相手に対しての礼儀から、そして一人ではなく他の選手と共にとったトラ

イだからです。相手が格下でも全力でぶつかるのは相手に対する敬意からです。仲間が困っている

時には助けに行き、助けに来てくれるまで仲間を信じて頑張る関係はゲームを越えた何かを私たちに

感じさせます。荒ぶる魂とひたすら前に出る気概と魂のタックルは知と勇気と涙です。この精神を今の

子ども達になどとは言いますまい。ラグビーフットボールに似合うギネスビールを片手に親子で観戦は

楽しいですよ。 



大詰めの学習は活気です  学習サポート・ネクストの今 

希望 願い 夢 一人ひとりの自己実現 
冬休み、中学 3 年生対象に冬期講習（８日間・全３０時間）を実施しました。通常の個別学習とは 

違う少人数（6 名参加）の集団授業です。入試を控えたこの時期、生徒たちの気持ちも夏休みより引 

き締まり、授業には緊張感を持って臨み、休憩時間は和やかにおしゃべりが弾んでいました。この 

ときのメンバーはその後もお互いに声を掛け合っています。また、１２・１月に実施した県模試（志望 

校判定付）には、延べ１７人受験しました。本番に向けての練習と自分の学習の振り返りが出来たと 

思います。受験に向けての教育相談（５名）、面接指導（３名）も行いました。1 月末現在、進学状況 

は私学推薦 1 名、サポート校(寄宿型)３名は決定。公立前期選抜受験者は９名で、前日まで面接 

練習し、緊張いっぱいの様子の子も、結果は悔いのないよう精一杯やったと。２月には、私学や公 

立（後期選抜）他があります。さらに本年度は、中学受験に挑戦する 6 年生もいます。高校３年生で 

は、大学推薦３名、短大１名、専門学校２名が決まっています。一方１１月には、高卒認定試験に合 

格１名（数学昨年・英語本年度合格・他教科独学）し、その他に高校卒業後数年振りに大学受験に 

臨む若者もいます。皆それぞれ自分の進路に向かって歩んでいます。自分の足で。私たちができる 

ことは手を貸すことくらいです。くれぐれも子どもの足を引っ張らないように気をつけています。 

さて、３月２２日（木）午後に第３回目のネクスト講師研修会を予定しています。内容は今年度の反 

省を行います。その後、水谷修先生(夜回り先生)の講演会を予定しています。講師の方々、保護者 

・生徒さんも是非ご参加ください。今後の皆さんのご健闘をお祈りいたします。(ネクストチーフ 山川) 

 

今日もゆったりと･･･     フリースペース・あばうとの今 

興味 関心 喜び 自分らしくある為に 
27日、逗子の遊悠学舎6周年記念上映会へ行ってきました。映画はさておき（さておくの 

かい！？）とても暖かい雰囲気の代表とスタッフたち、そして集まった人々。すっごく気持 

ちのよい時間を過ごしてきました。合間にファーストフード店に寄ってみたのですが、そこ 

では昨年までフリースペースを利用していた若者が忙しそうに働いておりました。入り口で 

私と小柳は立ちながら(かなり怪しかったと思う)しばらく眺めていたのですが･･･。何も買 

わずに店を出たのですがね（やっぱり怪しかった）。ただ、何も買わずともお金では得られ 

ないものをいっぱいもらったような感じ。ハートフルな一日を過ごしました。 

今月はドブ板通りに店を出します。通信の読者の皆さん、是非見に来て下さいね。(島田) 

 

ひきこもり親の会ウィル･よこすか 

３つの“あ・ず”を心掛けて 初心に 
今年の冬は気候に大きな変化が起きているようですが、皆様はお変わりありませんか？ 

    １月の定例会は母親１１人と、アンガージュマンから小柳さん吉本さんが参加下さいまし 

た。１３人でこじんまりした会議室が一杯になり、新しい年への期待・希望が溢れている 

かのようでした。会の始めに「たまには運営委員から話しては？」との温かい助言から、 

Ｍさんが激動の２００６年の様子を話しました。 

運営委員は自分の家庭のことを話す機会があまりなかったので、うれしい提案でした。 

    これからも、出来るだけ皆が発言出来るようにしたいなと思いました。さて、今月も激し 

い変化のあった人、変わらなく思える人、少しずつ変化が現れている人、と様々の話が出 

ました。自分の気持ちを激しくぶつけて来る子供にどう対処したらよいのか、悩みながら 

迷いながら少しずつ歩み始めた子を見守るには？ほとんど変わらない生活をしている子 

をどう考えたらいいのか。等など知りたいこと、わからないことがたくさんあります。Ｂ 

さんによかったことがＣさんに良いとは限らないので、試行錯誤しながら進むしかないの 

でしょう。その方法は自分一人ではなく周りの人達と相談して行なっていくことが必要で 

しょうし、そして、大事なことは親が自分の気持ちを保っていくことではないかと思いま 

す。私は３つの“あ・ず”『あわてず・あせらず・あきらめず』を心掛けてるつもりでも、 

動きの出て来た話を聞くと、良かったと喜ぶ心の隅に「それに引き換え我が子は」と、あ 

せりの気持ちが沸いてくることがあります。そして、「仕方ないなあ」との諦めにも似た 

モードになることもあります。そんな時、新しく参加された方々の一生懸命な話を聞くと 

「ハッ！」として初心に返り、３つの“あ ・ず”を思い出します。気持ちをリセットし 

て、また共に歩んで行こうと前向きになれます。一人では抱え切れない荷だからこそ、皆 

で支えあって荷なっていくことが大事ですね。親の居場所の大切さを思います。 

２月定例会は  ２月１０日です。       (ウィル代表 勝又)                               

 2月から3月へ 年度のまとめ  

エコバッグ(風呂敷)披露、そして若者を語る 
その 1  ２月１４日(水)～１６日(金)終日 上町商盛会商店街振興組合 梅祭り 

          商盛会が上町ブランドを立ち上げました。各商店がそれぞれ逸品を提供し、商盛会のエコ

バッグ(ファッショナブルな風呂敷)に包んで、お届けいたします。そのお披露目を、２月の梅

祭りに行います。具体的には、2 月 14 日、午前と午後に各一回ずつエコバックの包み方を講

習いたします。奮ってご参加下さい。商店街をぶらついてください・・・。 

その２ 3月18日(日)午後1時～5時就労支援NF「働きたい・働けない 何かがおかしい」   

アンガージュマンが神奈川県と共催で NF(ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫｰﾗﾑ)を開催いたします。「ひきこもり 

の就労支援を考える」を大テーマに、生き辛さを抱えた若者と若年労働実態の現状を明らか 

にします。(かながわボランタリー基金２１の助成事業です)  

   ●講師  ・橋本健二氏(武蔵大学教授 社会学者) 

・長谷川俊雄氏(愛知県立大学助教授 ソーシャルワーカー) 

・小林正稔氏(神奈川県立保健福祉大学助教授 心理士)  

場所は 県青少年サポートプラザ(横浜市紅葉坂) ３階ホール  

その３ ３月22日(木)午後６～９時 講演会「生きづらさをかかえ、彷徨
さまよ

う若者たちへ」  

      アンガージュマン・よこすかの 3 周年を記念して講演会を開催します。内容は、ひきこもり・ 

薬物・自傷・暴力そして家族関係についての若者の現状をご講演いただきます。 

       ●講師  ・水谷修氏(水谷青少年問題研究所 夜回り先生)  

場所は 横須賀市総合福祉会館 ５階ホール 

お詫びと誓い 
カウンセリングを利用されている方が、「そん

なに期待されていない」との言葉に傷つかれま

した。利用者は研修で疲労困憊し、様々な不

安や悩みを心の中に抱きながら誠実に取り組

んでいた矢先、上記の言葉で深く傷つきまし

た。ここに謹んでお詫びを申し上げます。 

私たちが進めるカウンセリングや就労研修

を通して、利用者が自分らしく取り組まれること

を大いに期待します。また様々な困難に共に

進んでいくことを、改めてお誓いいたします。        

2007 年 2 月 1 日 

      ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝ・よこすか 滝田 衛 


