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第46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

「障がいを持っている子もそうで

ない子も同じように、個人に合っ

たサポートをしていくことが私た

ちにできること、しなければなら

ないことだと再認識しました｣(AT）

　去る１１月２７日（火）夜、ネ

クスト（学習サポート）の講師と

スタッフ合同の研修会が、約25名

が参加して実施されました。自ら

ADHDとカミングアウト（？）する

関水先生のウイットにとんだお話

に心和みながらも、実に的確かつ

具体的な研修会が行われ、有意義

な時間を過ごすことができました。

学習サポートが個別で進められる

利点に触れながら、NPO法人｢A(関

水先生曰く、アンガージュマンの

こと。本当はEですが？？）」の意

2007年12月のアンガージュマンの予定2007年12月のアンガージュマンの予定

編集
後記

　いつもバタバタしておりますが、今年は

更に輪を掛けてドタバタでした。落ち着い

て事に当たりたいのですが、中々そうもい

かず。ただし、こんなバタバタ感ですらア

ンガージュマンの持ち味と言えなくも無い

と勝手に納得しております。ご支援いただき

ました多くの方々には更なる広い心と暖かい

目で見守ってくださることをお祈り申し上げ

ます。来年も皆様にとって幸せな年でありま

すよう！！　　　　　　　　　　(島田徳隆)
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12:00　昼食会
1:30　英会話講座

1:30　ヨガ講座

1:30　SST

義ある取り組みを評価していただ

きました。３０分もオーバーする

講演を頂き、さらに参加者からも

質問も出て、時間は１時間もオー

バーしてしまいました。寄せられ

ました感想（１３通）のいくつか

を紹介して、まとめにかえます。

ありがとうございました。

○「お話の中で『よかった』とい

う体験をできるだけ持たせてあげ

ることが大切と言うことでしたの

で、なるべくそのように心掛けた

いと思いました｣（匿名）

○「今まで自閉症、アスペルガー

症候群、ADHDは、それぞれ独立し

た発達障害だと考えていたので、

自閉症スペクトラムという概念は

とても参考になりました」（匿名）

○「こういった知識を少しでもも

って生徒に当たることは大切だと

感じています｣（TM）

○「失敗した記憶が強く残り、そ

の後に影響を長く残すことについ

て、今まで気がつかず、子どもを

苦しめていたと反省しました｣(SO）

○「折しも来月は中学校の特別支

援クラスの"読み聞かせ"に行く予

定｡とても参考になりました｣（KK）

　　　　　　　　　　　（滝田衛）
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2:00～5:00
　　会議につき

　　  閉室 ※は閉室の印です

熱弁を奮う関水氏
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10:30　
　　商店街講座
　　講師：鈴木氏
(三浦藤沢信金
　　　上町支店長)

10:30　
　　商店街講座
　　講師：宮原氏
(上町商盛会理事長)

　先日、澁澤龍彦の展覧会へ行き図らずも感動してしまったので感想を書き記しておきます。

　高校生の頃に友人に借りて読んだ河出文庫『黒魔術の手帖』(確か)はややツボにはまりました。当時、

弟がはまっていた江戸川乱歩全集を借りて読み、いたく感銘を受けていたこともあり、独特の世界観に憧

れを抱いておりました。乱歩はあくまでも虚構の世界でありましたけれども、澁澤は過去の現実世界を示

しているわけで、憧れが現実性を帯びるものとなったように思います。そうは言っても澁澤を読破するこ

ともなく、中途半端なところがまた自分らしい、と言い訳をしておきます。

　さて、展覧会は全国を巡回したようですが、なんと横須賀美術館で開催されました。澁澤の好んだ美術

の数々を時系列的に展覧してありました。四谷シモンの天使が来館者を迎えてくれました。昼間に見る展

示は背徳的な雰囲気が満点。明るく開放的な新しい美術館の建造物とのミスマッチもとても心地よいもの

でした。団体旅行の観光客がおそらく嫌悪感を催しながら作品の前を素通りしていく様とワークショップ

で来ている小学生の集団が更なる違和感を醸成し、得も言われぬ空間となりました。

　独特のキャラクターの出来上がる背景には独特の経験がある。それは個性とも置き換えることが出来る

でしょう。そんな独特さにご迷惑をおかけしつつ、本年もお世話になりました。

さかのうへのたはごと　　師走　　島田徳隆さかのうへのたはごと　　師走　　島田徳隆
☆１２月開講の講座☆

　商店街講座…上町商盛会の商店主に話を聞きます。(12月のみ特別開講)

　ヨガ講座…体をほぐして心も体も柔軟に、優しく軟らかく…。

★年末年始お休みの予定★

　あばうとは21日まで,1月7日から.ネクストは28日まで,1月4日から.

　はるかぜ書店は28日まで,1月7日から(予定)

　          ※           ※          
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　大掃除
初日　　　　千秋楽
　大掃除
初日　　　　千秋楽

正月飾りを作ろう
　　2:30　はるかぜ書店２階

よこすか
　カウントダウン
　　出店！！
　(ヴェルニー公園)



　しばらく社会見学を行っていなか

ったが､本法人の支援者である中村

さんが経営している会社を見学させ

ていただいた｡一年ぶりに訪問する

ことになった｡前回の訪問ではいつ

ものアクセサリ講座で見せてくれる

柔和な先生の雰囲気が一変し､一ビジネスマンのシビアな面を拝

見した｡今回も会社を見学するだけでなくアクセサリ会社を取り

巻く様々なお話を伺うことができた｡流行のサイクルが極端に短

くなっていること､嗜好が多様化しヒットする商品が生まれにく

いこと､海外のメーカーの台頭などなど｡また､合間にはパーツや

金具などを自由に漁らせて頂き､業務の邪魔をした｡(島田徳隆)

はるかぜ書店だより

～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)
１１日(日)　山形物産市
3１日(月)　よこすかカウントダウン出店
　　　　　　　(ヴェルニー公園)

　　　　～各種講座～
5日(水)12日(水)
　　　　　　キックオフミーティング

4日(火)17日(月)販売士受験講座
3日10日17日(月)はるかぜ講座
19日(火)ラッピング講座
5日(水)乗馬講座
12日(水)英会話講座
14日(金)人形作り講座
17日(月)ギター発表会
毎週月曜日はギター講座
毎週金曜日はフットサルor野球
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(木)21日(金)大掃除
　　～ネクストの予定～
24日(月)休日開室
～コーディネートセンターの
　　　　　　　　　　予定～
18日(火)1:30　ＳＳＴ
随時、相談受付中。まず連絡を!
　～はるかぜ書店の予定～
開店日・開店時間変更しました
平日(9:00～18:00)開店土日祝閉店
　　～セルフヘルプ～
1日(土)クロス    8日(土)ウィル
15日(土)未来　   23日(日)DAD

今月の予定

11月は3日にクロス、10日にウィ

ル、17日に未来、28日にDADが行

われました。

本年も多くの方の参加がありまし

た。来年も新たな方の参加をお待

ち申し上げております。お気軽に

お越しくださいませ。

　メリークリスマス！！そしてあけましておめでとうございま

す、なんて時期になってまいりました。大切なあの人へのプレ

ゼントに書物などいかがでございましょう？単なる販売促進を

申しているわけではございません。なぜならば書店員一同が半

年をかけて懸命に奮励努力を重ねたラッピングの実力を思う存

分発揮することが出来る絶好の時期でもあるからでございます。

　つきましては、書店員の技術向上に是非皆様の貴重なお力を

お貸し頂ければ幸甚でございます。百貨店店員並の技術は求む

べくもございませんが、真心をこめて誠心誠意対応させて頂く

所存でございます。お客様のご来店をお待ち申し上げます。

　　　　　　　はるかぜ書店　横須賀市上町2-46　046-804-7883

NHKテレビ　囲碁講座テキスト　NHK出版

　　　　　　　　　　　　　　　 530円

　今回は、毎週日曜日のお昼から教育テレビで放送されている

ＮＨＫ囲碁講座のテキストをご紹介しまーす。「囲碁」と聞く

と「難しい」とか「おやじくさ～い」とか思ってしまうあなた！

そんな凝り固まった考えはもう古い、古い、ナンセ～ンス。囲

碁とは『（※）手談』とも言われ、言葉を交わさないが対局の

中で、相手の心に触れることがあると言われています。初心者

の方には少し難しい内容であることもありますが、頭の体操と

して是非手にとって日曜日のテレビを見てみてください。

※中国古書「世説」の中に「王中郎は囲碁を以って坐隠と為し、

支道林は囲碁を以って手談と為す」とある。　　　（ローティ） 

活 動 報 告

フォーラムのお知らせフォーラムのお知らせ

　去る３月に記念講演を引き受けて

　　　くれた水谷修氏から先日電話

　　　が入った｡文科省や青少年問

　　　題の意見交換をしたが､相変

　　　わらず元気で歯に絹を着せな

　　　い水谷節は健在だった｡最後

　　　に｢不登校の先生向けの研修

会をやって｣と依頼を受け受話器を

置いた｡そんなことで12月以降も教

師や子どもたち､青少年関係者への

講演会を続け､"不登校"や"ひきこも

り"の偏見と誤解を問い続ける｡

　フリースペースやはるかぜ書店で

自分自身を肯定する若者や子どもの

姿を感じながら・・・。

　今後の講演等予定

12月：宮城県登米市(1月も)

　　　逗葉生活指導研究会

1月：横浜市立中学校･県青少年

　　 協会(横須賀市)･横浜市南

　　 区青少年指導員協議会･県

　　 社会福祉協議会

2月：横浜市鶴見区民生委員児

     童委員協議会･藤沢市保健

　　 所･横浜市鶴見区青少年指

　　 導員協議会

の若者｣｢親の子育て『失敗』｣発

言を耳にするたびに､誤解と偏見､

社会的なバッシングを実感する｡少

なくとも1990年から毎年､小中生不

登校･高校中退者等は約20万人以上､

16歳～34歳(厚生労働省"ひきこも

り"規定年齢)の社会参加していな

い人が約100万人以上､積み上がっ

ている｡これは社会構造の問題で

ある｡1990年代のバブル崩壊の社会

と"いじめ"と"管理強化"の学校が

あり､社会問題を当事者の自己責任

に転嫁する構造を実感する。

｢学校へ行けない｣｢働けない｣彼ら

彼女らは､自身を｢ダメな自分｣とし

て自虐的に引き受け自尊感情を喪

失し家に閉じこもる｡自己責任で

ある｡そうではない！｢そのままの

自分｣を受け入れ､社会参加をし､か

けがえのない自分の生命(いのち)を

楽しもう｡

 4月から20回ほど講演し､約1500人

の人々に出会ってきた｡講演は｢ア

ンガージュマンとはフランス語で

『社会参加』の意味です｣と切り出

す｡"不登校"の子どもたちや"ひき

こもり"の若者の理解と支援の話

を中心に､本法人の取り組みを紹

介する｡対象は悩んでいる本人･親

御さんをはじめ､小中高校生から

PTA役員･保護者･教員､

そして各種ボランティア

さんや民生委員･青少年

指導員さんら様々｡同時

にナンチャッテ･カウン

セラー(?)､教師向けの

児童生徒心理やエンカウンター

の実技研修も実施した｡15年の"不

登校"の子どもへの寄り添いと､NPO

設立を前後する"ひきこもり"の若

者たちとの出会いと伴走を､上町

商店街の活性化とはるかぜ書店の

意義をあわせて語る｡その感想は?

○｢優しくていい子､家族思いの子

が(不登校･ひきこもり)になりやす

いと聞きとても驚きました｡このよ

うな子どもたちが社会で生きてい

けるような支援が出来るように」

○｢子どもは『育てる』と勘違いし

ていました｡『育つ』力を持ってい

るのに､手を出しすぎていたのかも

しれません。親が楽しくいる姿を

見せられるようにしたいです」

｢不登校の子どもたちは『弱い

子』｣｢『怠けている』ひきこもり

　社会参加したい､働きたいけど…社会に出られない､働きづらい。

　本法人は「かながわボランタリー活動推進基金２１協働事業」

を受け２年目である。この間、社会参加の一つとして就労支援を

進めている。拠点は、はるかぜ書店と上町地区就労支援センター。

メンタルケアーを含めてトレーニング＆ボランティアをキックオ

フ講座として展開。今年も２５人が参加している。同時に、NPO等

４団体と県行政４課と協働し、経済力を持ちうるNPOとして社会

参加のあり方を追求する就労支援ネットワーク研究委員会に取り

組んできた。そこで本年度の現状を講演とフォーラムで報告する。

ひきこもり･ニートの理解を宮本みち子放送大学教授にお願いし

た。また社会参加を県三地区商店街とNPOおよび研究者等で討論し

たい。ぜひ、商店街の人たちや当事者や親御さん、支援者の参加

をお願いしたい。※別紙参照
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ひきこもりやニート…
　地域商店街に社会参加するには

カウンセラーTAKITAのつぶやき
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A's

社会見学へ
タンテを訪問(11/27)

じっくりとパーツを漁る




