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アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意

　「娘は26歳です。大学を卒業し

て、夢とは違う仕事でアルバイト

しながら一人暮らし。最近は仕事

をやめ家に戻り、専門的な資格を

取るために学びなおしたいと言っ

ています。でも家にいて何もして

いません。もう2年間になります。

親に何が出来るのでしょうか。」

「小学校から元気に学校へ行って

いた男子ですが、中学校2年生に

なって突然学校へ行かなくなりま

した。寝るのが遅く、朝は起きて

きません。学校の先生が来ても、

友達が来ても会いません。学校の

話をすると不機嫌になります。一

生このままでしょうか。」

　昨年は73人の不登校・ひきこも

り等の子どもや若者の支援を進め

てきました。この他に、学習サポ

ート(不登校の子どもに限定せず

に多様な子どもが学んでいます)

で72人が学びました。不登校やひ

きこもり、原因は人の数だけあり

　代表小柳がしばらく体調不良につきお休みします。そのため、巻頭言は休載します。代わりに不肖私が

執筆します。普段から“たわごと”をつぶやいているため上記のような表題をつけました。

　六月は不安定な陽気でした。ここ数年世界規模で気候が不安定のようで、日本も水不足が深刻になって

きているようです。海と山に囲まれた豊かな自然に恵まれた日本に住んでいると水の大切さを感じること

はあまりありません。二十年位前は水を買って生活する感覚が信じられなかったのですが、いまやコンビ

ニやスーパーでも並んでいる風景がごく当たり前になってきました。学生時代に貧乏下宿をしていた頃に

は二ヶ月の水道代が九〇〇円でした。これは安いな、とその時思ったのですが、富士山の伏流水だったこ

ともあり、安いだけでなくとても冷たく美味しかったことも思い出します。また、その水で淹れたお茶の

美味しいこと！(山形物産市の豆腐に入っている水も美味しいですよ)今や地方と都会の格差をいわれます

が、決して都会が豊かだとは思えないのです。皆さんはいかがでしょうか。

さかのうへのたはごと　　文月　　島田徳隆さかのうへのたはごと　　文月　　島田徳隆

2007年7月のアンガージュマンの予定

◆4月より利用料金が改定されました。各種講座は全て有料(1,050円)です。これまで実費負担のみでお願

いしていましたカラオケ・バドミントン・卓球・ボウリング・料理・ケーキづくり・映画や各種講座(乗

馬･アクセサリ･ギター)や社会見学など、講座利用料(1,050円)と実費が個人負担となります。

★毎週水曜日の昼食はしばらくお休みします！各自昼食を用意してくださいね！！

▼キックオフプロジェクトは1年を前・後期に分けておよそ25講座をご用意いたします。週1回のミーティ

ングを実施し、お互いに協働と理解を進めます。販売士受験講座・SST(ソーシャルスキルトレーニング)

・各種ボランティア・はるかぜ書店実地研修を進めます。

編集
後記

　毎月通信の発行時期になると悩むのが記

事。活動が盛りだくさんで誌面が足りない！

通信だけでなくアンガージュマンの雰囲気

を感じていただくにはインターネットでも

ご覧いただくとよいかもしれません。

ほぼ毎日更新しているブログをご覧ください。

http://www.doblog.com/weblog/myblog/57781

ビシバシ厳しいコメントをお書きください。

ホームページの更新はボランティアの方に

ほとんどお願いしています。　　(島田徳隆)
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1:30
　販売士受験講座

10:30
　アクセサリ講座

ますが、現象は一つ。「学校へ行

かない」「社会に参加しない」、

このことに尽きます。では、なぜ

学校や社会へ出ようとしないので

しょうか？　不安であり、困って

いて、自信がなくて、でもプライ

ドはとても高いと言うことです。

　思春期から青年期、一個の大人

としての自分を確立していく作業

(アイデンティティー･自己同一性)

が、ここにあります。

子どもから大人へ、変化し生みな

おされる作業を継続しているモラ

トリアムが、不登校・ひきこもり

の現象と言えます。すなわち、子

ども自身が育ちの課題を背負って

いるのです。親の育て方の問題な

のではありません。

　ましてや、それを見ている親た

ちがハラハラドキドキ心配したの

では、子どもは一層不安に陥りま

す。親は子どもの成長を信じて、

衣食住の安定と充実、子ども自身

の立ち上がりに期待することです。

同時に、第3者（社会）への協力

と伴走を準備することです。なぜ

ならば、思春期・青年期は家庭で

育つのではなく、社会の中で育つ

からです。

　私たちは、相談やカウンセリン

グをきっかけに、フリースペース

や学習サポート・就労支援の取り

組みを通して、自己確立の支援を

進めたいと考えます。ぜひ、社会

参加への相談会へお越し下さい。

　　　　(カウンセラー：滝田衛)
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1:30
　販売士受験講座

3:00　キャンプ準備

1:00から会議につき

　　  閉室

2:00
　ラッピング講座

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

灯ろう夜市

←第4回こどもいのちとくらしの

まつり　　  →

足柄ふれあいの村　合同キャンプ

灯ろう作りの真っ最中！

1:00　キックオフ
　　　ミーティング 7:00

　キャンプ説明会

2:00　公務員講座
4:00　キャンプ準備

10:00～12:00
　社会参加への
　相談会(アンガー
　　　　ジュマン)

8/1 8/2 8/3 8/4 8/5

11:30
　映画館へ行こう

1:00
　アクセサリ基礎

山形物産市
　(どぶ板バザール)
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市内配達無料
～アンガージュマンの予定～
(キックオフプロジェクトの予定)
毎日　灯ろう作り(13日まで)
7日(土)社会参加への相談会
１１日(水)山形物産市
１3日(金)灯ろう夜市
28～30日キャンプ
～各種講座～
5日(木)ラッピング講座
10日(火)12日(木)17日(火)
　キックオフミーティング

6日(金)公務員スクール
26日(木)アクセサリ講座
18日(水)乗馬講座
27日(水)2:00公務員講座
毎週月曜日はギター講座
ＰＣ講座は随時受付中！
～あばうとの予定～
毎週月曜日はギター講座
ＰＣ講座は随時受付中！
20日(金)1:00～5:00会議につき閉室
～ネクストの予定～
20日(金)1:00～5:00会議につき閉室
～コーディネートセンターの
　　　　　　　　　　予定～
4日(水)25日(水)ＳＳＴ
１8日(水)12:00語り場
　　　　　　　　　　(昼食持参で相談会)

随時、相談受付中。まず連絡を
～はるかぜ書店の予定～
13日(金)まで!?灯ろう作品募集！！
～セルフヘルプ～
7日(土)クロス
14日(土)ウィル
21日(土)未来
22日(日)DAD

今月の予定
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はるかぜ書店からのお知らせとお願い
はるかぜ書店ではアンガージュマン・よこすかの会員の方、ネ

クストやあばうとの講師の方に５％オフで本を販売しておりま

す。レジで精算の際、ご面倒でも「会員です」「講師です」と

スタッフにお伝え下さい。お申し付けがない場合は通常価格で

の販売となります。ご注意ください。よろしくお願い致します。

　　　　　　　はるかぜ書店　横須賀市上町2-46　046-804-7883

　年に3回、学習指導に取り組む講

師を対象に行われております。今

回の講師は愛知県立大学助教授の

長谷川俊雄氏。アンガージュマン

のスーパーバイザーでもあります。

　『｢もう一つの教育｣が大切にし

たいこと』と題してお話いただき

ました。講師一同励ましの言葉を

いただきました。一人一人に合致

した、アンガージュマン独自の学

習サポートは新たな試みであると

同時に今後

必要とされ

るものであ

る、との思

いを新たに

しました。

6月は2日にクロス、9日にウィル

、21日に未来、24日にDADが行わ

れました。毎月開かれています。

ちょっとお話していきませんか。

　6月は11日と26日の2回開催しま

した。26日は前回の通信でもお伝

えしたとおり。さくらんぼを売り

ました。さくらんぼの他にも夏野

菜が届き、彩りを添えました。

さくらんぼはちょうど旬の佐藤錦

を揃え、完売するほどの人気でし

た。スーパーなどでも取扱う量の

ものでしたが、何と言っても質が

違う！色は悪かったり形が不揃い

だったりするものの、味には自信

あり。多くの皆さんに食べていた

だきたく、価格もスーパーよりや

や安くいたしました。今年はやや

不作だったということですが、幸

いにも「まきの農園」は豊作だっ

たそうですよ。

　また、惜しくも売れ残った贈答

用のさくらんぼをお中元としてい

ただき、スタッフ・利用者一同い

ただいたのですが…これがまた、

言いようの無い美味しさ！！果肉

は厚く甘みも強く。

来年もよろしくお

願いします。

　ちなみに今月か

ら夏野菜が充実し

ます。 (島田徳隆)

講師･スタッフ研修会
 長谷川俊雄氏をお招きして6/29

　去る6月16日(土)アンガージュマ

ンよこすか通常総会が行われまし

た。昨年度の活動報告と今年度の

予定をお知らせいたしました。

　ご参加いただいた会員の皆様に

はお休みのところご足労いただき

ました。今年度もスタッフ一同活

動に真摯に取り組んで参る所存で

す。ご協力よろしくお願いします。

2007年度通常総会
　開催さる　6/16

2007年度通常総会
　開催さる

　「横須賀市教育研究所に面白

い人？がいる」との噂を聞いて、

阿部所長さんに依頼したところ、

講師派遣を快諾してくれました。

その人とは市職員歴20年目の岡

本剛彦さんです。

　ピンクのシャツにデイバック

を背負い、さっそうと登場した

岡本さん。用意したサクランボ

（山形直送）を「うまいうまい」

と平らげ、いよいよ講座が始ま

りました。

　「市職員の仕事とは"総合サー

ビス"です」とのプロの名言から

始まりました。最初に配属され

た農林水産課では、特に水産関

係（漁業関係者1800人に対応）

に従事し、漁業を支援すること

は自然保護であると熱く語って

くれました。外来種のアライグ

マ捕獲の苦労、指をかまれたエ

ピソードも最高でした。その後

は選挙管理委員会での八面六臂

の行動する行政マンとしての活

躍劇。デイバックから自作の傑

作、当時の選挙啓発ポスターや

啓発街頭宣伝資料を出され、怪獣

ショー？もビックリの「センキョ

マンとヨウジマン」の再演（録音）

にはダサさの演出も含め感動もの

でした。そして中央図書館ではコ

ンビニで本が借りられるシステム

づくりに尽力。現在の教育研究所

では縁の下の力持ちに徹し、財政

難の課題を抱える市行政に貢献す

べく経常費削減、徹底した入札に

取り組んでいるとのこと。参加し

た6人も1時間30分にわたる講演を

楽しく聞かせていただき、様々な

選挙啓発グッズを堪能しました。

ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　(滝田衛)
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１９時より無料で

アイスキャンデー
　２００本
はるかぜ書店前

白玉ぜんざい
　　２００杯
平坂上交番となり

浴衣着用の方に
　抽選会等
おたのしみ有り

１９時より無料で

アイスキャンデー
　２００本
はるかぜ書店前

白玉ぜんざい
　　２００杯
平坂上交番となり

浴衣着用の方に
　抽選会等
おたのしみ有り

三角くじセール
     期間
        ７/４(水)
         ～１３(金)

三角くじセール
     期間
        ７/４(水)
         ～１３(金)

☆同時開催☆
オリジナル
　　＆ポップス
　　　　コンサート
"もーし"と仲間たち
18～19:30
横須賀上町教会
入場料1000円
　　(当日1200円)
主催うわまち教会
　　建物応援団
822-2594(教会)

「夏の100冊」ハジメマシタ。～♪

本屋ノ夏トイエバ「夏100」。新潮・

角川・集英社３社カラ出版サレル文

庫ノ数々。ドンナ本ガ選バレテイル

カ御確認アレ。各社インターネット

ニ掲載サレテイルノデ、事前ニチェ

ックシテカラ書店ヘ急ゲ！！モチロ

ンハルカゼ書店ヘ駆ケ込ムノデアルゾ！

My honey  A's

熱く語る岡本氏（あばうとにて）

センキョマンからコンビニまで
6月公務員講座より　講師　岡本剛彦さん
センキョマンからコンビニまで
6月公務員講座より　講師　岡本剛彦さん

活 動 報 告




