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｢早くスタッフになりたい！｣
　　　　キックオフプロジェクト◆一人一人に合わせて展開中
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第42号

アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意

　梅雨の明けきらない7月23日午後

2時30分、6人の若者と良田直優さ

ん(県立大楠高等学校教諭、新採用

研修を本法人で実施中)とスタッフ

の8人で、毎週月曜日恒例の商店街

清掃が始まった。商盛会エプロン

をかけ、手にはホウキや紙ばさみ

とゴミ袋を持ってイザ街頭へ。落

ちているタバコの吸い殻（これが

一番多い、情けないトホホ）、紙

くず、缶…を拾いながら街を歩く

と、いつの間にか恥ずかしさも消

え、それぞれの商店からは「ご苦

労様」「ありがとうございます」

「いつもすいません」との温かな

声をかけていただく。若者たちも

頭を下げ笑顔がこぼれる。30分ほ

どで一回りし、ゴミを片付け手を

洗い、はるかぜ書店2階へ移動す

る。ここからは後半戦のはるかぜ

講座である。まずは近況など感想

　7月号で水不足について書いたのですが、7月に入った途端、前月の空梅雨が嘘のように雨の日が続きま

した。水不足は困るし、恵みの雨が降らないと山形の野菜の育ちも悪くなってしまいます。とはいえ、山

形物産市の当日に雨が降ると…。長い目で見れば多くのお客様に楽しんで頂ければそれでよし、ですが、

商売に関してはズブの素人の集まり。ついつい一日一日で一喜一憂してしまいます。売る側が｢飽きない｣

ように｢商い｣をするのだ、と商盛会の宮原理事長もおっしゃっていたっけ。

　物産展といえばデパートやスーパーなどで催されるものが多く、北海道や九州、京都などが特に人気が

あるようです。担当者が全国を歩き回って様々な魅力的な商品を探してくるのでしょう。大きなデパート

などには到底太刀打ち出来ませんから、ちっぽけながらも面白い展開は出来ないか、そのうちの一つのキ

ーワードとしては安全で安心な食を提供する、といったところでしょう。有機栽培や無農薬・減農薬栽培

は管理が大変難しく大量生産にはそぐわない、若干価格は高めの設定にはなるが特別なもの、といった志

向になります。学校教育等でも「食育」と言われるようになった昨今、少しでも消費者にアピールする機

会の一助になればいいな、と思います。ちなみに茎レタスはキンピラが美味しい、本当に。
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2007年8月のアンガージュマンの予定2007年8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

　どうも毎回通信の発送が遅れてしまいま

す。気合だけが空回り！？私の場合、通信

だけでなく一事が万事がそのような…。

　さて、はるかぜ書店の売り上げの為(笑)

書評を書いてくださる方を募集いたします。

ペンネームでも構いません。形式は自由です。

200字～600字くらいまで。読書感想文もよし。

　書評だけでなく投稿記事も受け付けます。

掲載出来るか否かは私の独断と(極めて)偏(っ

た)見(識)で決めますが。　　　　(島田徳隆)
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10:30   料理作り
 2:00 　SST
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10:30   料理作り
12:00　 語り場
 1:30   乗馬講座 

11:00  あばうと
 3:00　青少年サポプラ

1:00　キックオフ                             1:00　キックオフ
　　  ミーティング                                 ミーティング
1:30
　販売士受験講座

10:30
　アクセサリ講座

を交流する。Iさんは「商売は攻め

が必要(ドブ板バザールに出店時、

DadのKさんのセールスの上手さに

学んで)」。Kさんは「何をしたい

かを模索中」。Nさんは「配達へ行

って2時間迷った。素直に戻ってく

れば…」。Tさんは「先週から風邪

をひいて、体調が悪い」。Sさんは

「初めて書店で研修し、書店スタ

ッフに細かく教えてもらえて充実

した時間を過ごした」。Oさんは冒

頭の発言を。次はショートSST、

"気をつかう"と"気を配る"の違い

について意見交換をした。「使う

は大勢を、配るは小人数を対象」

「配る方がポジティブ」などと全

員が発言してくれた。商売にとっ

て自発的・積極的に"気を配る"姿

勢をと相互に理解した。最後に書

店スタッフが研修記録ノートを作

ったので書き方についてと、今後

の研修日程を確認し終了した。周

りを気にして発言できなかった4月

を思い起こせば、何とも充実した

意見交換が。これもはるかぜ書店

等での研修実施の成果だと実感。

初代研修生が次代研修生を育てる

キックオフプロジェクト、着々と

実績を上げています。7月より２名

がスタッフ見習いに入ります。一

緒に参加した良田さん、「皆さん

優しい人ですね」と。   (滝田衛)
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1:30
　販売士受験講座

3:00　キャンプ準備

2:00から会議につき

　　  閉室

2:00
　ラッピング講座

1:00　キックオフ
　　　ミーティング

山形物産市
　　(ヨコハマカーニバル)

11～19日…夏休みにつき閉室です
12～19日…はるかぜ書店休みます

 山形
農家の話を聞こう
 山形
農家の話を聞こう

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

山形物産市
　in　開国祭
　(ドブ板通り)

11:30
　映画館へ行こう
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※は閉室の印です

ラッピング講座の風景

12:00　語り場
1:30　乗馬講座



はるかぜ書店だより
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～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)
4日(土)１１日(土)１8日(土)19日(日)
　　　　山形物産市

1１日(土)～19日(日)夏休み閉室

～各種講座～
7日(火)ラッピング講座
8日(水)乗馬講座
10日(金)20日(月)
　キックオフミーティング

29日(水)アクセサリ講座
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！
31日(金)2:00～5:00会議につき閉室

～ネクストの予定～
31日(金)2:00～5:00会議につき閉室
～コーディネートセンターの
　　　　　　　　　　予定～
8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～
12日(日)～19日(日)夏休み閉店
～セルフヘルプ～
4日(土)クロス
11日(土)ウィル
18日(土)未来
26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
　はるかぜ書店ということで夏かぜに注意(意味不明)。そのため

ではありませんが、夏休みをいただきます。12(日)～19日(日)は

休業いたします。ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了承

ください。Enjoy summer vacation!
　　　　　　　はるかぜ書店　横須賀市上町2-46　046-804-7883

7月は7日にクロス、14日にウィル

、21日に未来、22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。

もちろん自由参加ですよ！

　7月11日、いつも通りはるかぜ

書店前で開催しました。夏野菜が

充実してきました。トマトやキャ

ベツ、大根やニンジンなど珍しい

ところでは茎レタスというものな

ど。見た目はウドのようですが、

茎を主に炒めて食べるとよいとい

うことです。私個人はキンピラに

するのがオススメ。漬物もgood！

　21～22日はドブ板バザールに出

店しました。二日間とも生憎の空

模様でしたが、二日目の午後はカ

ラッと晴れて人出もありました。

上町へお買い物に来られるお客様

もお見えになり、少し定着してき

た感があります。ドブ板通りでは

まだまだ定着していないので、こ

れから頑張ります。価格が高いの

でパッと見た感じでは敬遠されが

ちですが、一回買ってくだされば

良さは分かるはず。試食を出すと

お客様の受けも良くなります。

　22日はDADより強力な助っ人が

参戦し、ガンガン売って下さいま

した。大助かり！！また来て下さ

いね(笑)。山形物産市講座の講師

として来ていただこうかしら。今

後もドブ板に出店しますぞ！！

時は「ガッカリ」？「やっぱり

私ってダメ」？　あなたはどう

でしたか？

思い通りに事柄が済まなくて、

落ち込んだり、自信を無くした

り、時には誰かのせい（？）だ

ったりした時、その気持ちのま

まで上手くいかなかった事柄に

再チャレンジしても．．．。

どうでしょうか？

コーディネートセンターでの

私の関わり方は、どんな事柄が

　ランララン♪ランラランララ～ン♪

夏休みを楽しんでますかぁ？

夏休みといえば…カキ氷！スイカ！！

そして…読書感想文！！！

楽しい読書感想文を仕上げるためには

読書をしなくてはいけませんね。そんなあなたに

はるかぜ書店は課題図書など魅力タップリの本を各種取り揃え

てお待ちしております。これは！と思う本はよ～く調べて電話

してね！お困りの方は直接店員へ聞いてみてくれ！どうしても

自分で調べたい時ははるかぜ書店で立ち読みならぬ、座り読み

も大歓迎。ゆっくり探してみてはいかがかな？

活 動 報 告

　いよいよ山形との交流事業が始ま

ります。まだ具体的な企画は立って

いないものの、どんな交流になるか

楽しみです。今出ている案は就農体

験や他団体での山形物産市の販売体

験など。来る8月22日(水)に新規就農

した方をお招きしてお話を伺う予定

です。思い切って脱サラをして農業

を始めるという決断は、就労と就農

とに関わらず一歩を踏み出す勇気が

必要だった、という点に共通項が見

出せるかもしれません。 (島田徳隆)
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わたしのこと好きか？  
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　７月１３日にうわまちで灯ろ

う夜市が開催されました。

今回で第３回目。灯ろう作

りの作業ももう慣れたもの。

当日に仕上げる余裕を見せ

ました…。アンガージュマ

ンでは上町商盛会より頼ま

れた三角くじなどの受付。

アイスキャンデー配りなど、

上町のあちらこちらにアン

ガージュマンメンバーが出

没しておりましたよ。

　アンガージュマンは独自

にはるかぜ書店前で独自に

焼きそばとラムネを販売。

特に焼きそばは山形より仕

入れたキャベツと茎レタス、紫

キャベツも混ぜてかなり素材に

　こだわったソース焼きそば

　(時々塩焼きそば・笑)を提供

　しました。キャベツの甘みと

　茎レタスのシャキシャキした

　食感を楽しんで頂けたかな？

　　来年は更にパワーアップし

　た焼きそばをご披露すること

　をお約束いたします。

     　(上町商盛会 島田徳隆)

焼きそば準備中

  私達は様々な事柄に毎日出会いま

す、どれ位の事柄が想定した範囲で

済んでいくでしょうか？事柄が想定

の範囲を超えたとき、どんな気持ち

になりますか？想定した以上の結果

が出た時は「ラッキー！」だったり

「私ってやるじゃん」だったり･･。

あなただったらそんな時どんな気持

ちになりましたか？想定を下回った

事柄を聞く 気持ちを聴く
コーディネートセンターだより

どんな風に上手くいかなかったの

か？も大切ですが、その事でどん

な気持ちになっているのかを丁寧

に受け止める事から始めます。気

持ちを受け取る事が出来ると、比

較的気持ちの立て直しがしやすい

様な気がします。気持ちが立て直

ると、事柄をどうするか？まで話

を進めなくても、自らの内に有る

手段で取り組みが始まる様です。

　　　　　　　　　　(吉本照子)

以前は「大検」現在「高認」。

正確には「高等学校卒業程度認

定試験」が上記の日程で行われ

ます。年2回、8月と１１月です。

今回「ネクスト」受講の生徒も

４名挑戦します。全教科（９教

科）受験する子、ここで学習し

た教科を受ける子、学習してな

い教科を受けてみる子、取得し

てない残りの教科を受ける子。

これまでの学習過程も年齢も違

いますが、将来の夢と希望を持

って同じ横浜国大の会場に向かい

ます。自分の力を十分発揮してく

れることを願っています。

…お知らせ…

夏期講習として、追加授業を随時

受付しています。個別授業を増や

したり、他教科をプラスしたり。

中学生は、夏休み明けに期末テス

トが待ち受けています。夏休み後

半に追い込み学習もできます。申

し込み用紙または

TEL.８０１－７８８２まで。

　　　　　　　　　　(山川幸子)

真夏の試験 8月8日･9日

　ご心配をおかけしております、代表：小柳良の体調ですが
引き続き家庭で療養を続けますので、今しばらくご容赦下さ
い。会員・関係団体の方々には、多大なご迷惑とご心配をお
かけいたしますが、スタッフ一同努力いたしております。
　今後とも宜しくご支援をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　理事・スタッフ一同

会員・関係団体の皆様へ
　　　　　　　　　お知らせ
会員・関係団体の皆様へ
　　　　　　　　　お知らせ




