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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

　上町から不入斗付近を若者と歩

いています。先日は空を見上げる

と飛行機雲が２つ浮かんでいるで

はありませんか。若者は早速デジ

カメを取り出して「パチリ！」　

12月中旬、抜けるような青空、小

春日和の午後のひと時。何とも表

現しようのない時間、若者の相談

・コーディネートの１コマです。

キックオフプロジェクト（就労講

座）では、横浜から来ている若者

と商店街の清掃ボランティア活動

を、市内10代の若者とはバイク免

許教本を読みあっています。もち

ろん、はるかぜ書店で研修する若

者もいます。２０代後半の若者は

書店で８ヶ月研修しながらハロー

ワーク横須賀の就労相談を利用し、

１２月に難関を突破して正社員就
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編集
後記

　昨年は多くのNPOの方々とお知り合いにな

りました。彼らから学ぶことは、一にパッ

ション(情熱)、二にミッション(使命)とい

ったところでした。情熱は誰もが持ちうる

ところですが、使命を遂行するには情熱だ

けでは片付けられない点が出てくるというこ

とです。現実とのすり合わせが如何に重要で

あるか、様々な点で感じることがあります。

　充実した活動が出来るよう努力しなくては

ならない、と考えております。　(島田徳隆)
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労を実現しました。フリースペー

スを利用する若者たちは、１１月

から始まった英会話・読み聞かせ

そして人形作り講座に、楽しく取

り組んでいます。そうそう！ヨガ

も始まり、初回から９人も参加す

る人気でした。テープ起こしやチ

ラシを封筒に詰める"孫の手事業"

依頼があり、有償ボランティアに

取り組んでいる若者もいます。

　大人になることの大変さを体感

している若者たちが、親御さんと

の折り合いをつけながら自らの力

で大人になろうとしています。人

間は肉体的な面と精神的な面、両

面のバランスを取りながら子ども

から青年へ、そして大人になって

いきます。いまアンガージュマン

の若者だけでなく、多くの若者た

ちは精神面でどういう大人になっ

ていくのか？　悪戦苦闘している

ようです。青年から大人へ、社会

参加（アンガージュマン）をキー

ワードに素敵な大人の仲間入りを

しましょう。

　新年早々、第３回就労支援フォ

ーラムに取り組みます。既にご案

内が届いていることと思いますが、

　　　　　　　　（次頁に続く）
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　お勤めご苦労様です！皆さんのお仕事中の骨休めって何ですか？人それぞれの方法があることでしょう

ね。今回のたわごとでは私個人の骨休めをご紹介することに致しましょう！なぜなら…これを書きながら

も骨休めをしているからに他ならないからです。もったいぶるなって！？いやいや、もったいぶらないと

話が続かないんですよ！しばしお付き合いいただきたいと思います。

　私の机の脇にぶら下がっている「HOTWHEELS(一般的にはホットウィールと読むらしい)」というミニカー

の話です。昔より車は好きで、遊ぶミニカーと言えば「トミカ」でした。しかしながら最近ふと目にした

妙なミニカーに心をすっかり奪われてしまいました。アメリカ車をモティーフにしているのですが、コン

セプトもアメリカの車文化そのもの。妙なデフォルメをしてあったり、ド派手なペイントを施してあった

り。年代も様々で実車から空想的なものまで実に多様な品揃え。マニアではなく中途半端なのでとことん

集めようと言う気は無く、気に入ったもののみ集めてみようか、と。

　中途半端な私の中途半端なこだわりは鮮やかでありながらも、派手な色彩でなくデフォルメもされてお

らず、パッと見た感じは普通、というものばかり。ちなみに現在ぶら下がっているのは「'66 Chevy Nova」

　新年早々こんな様相ですみませんが、どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。

さかのうへのたはごと　　睦月　　島田徳隆さかのうへのたはごと　　睦月　　島田徳隆
☆１月の講座について☆

　はるかぜ講座とギター講座はしばらくお休みいたします。ご了承くださいませ。

★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7日から.

　はるかぜ書店は28日まで,1月7日から．クロスはお休みです
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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(金)　山形物産市
13日(日)　第3回就労支援フォーラム
　　　　　(県立青少年センター第2分館)

　　　　～各種講座～
9日(水)16日(水)
　　　　　　キックオフミーティング

11日(金)22日(火)販売士受験講座
15日(火)読み聞かせ講座
16日(水)英会話講座
18日(金)人形作り講座
21日(月)ヨガ講座
23日(水)ラッピング講座
30日(水)乗馬講座
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～
毎週水曜日は昼食をみんなで！
　　　メニューを募集してます
ＰＣ講座は随時受付中！
25日(金)2:00～5:00会議につき閉室
　　～ネクストの予定～
25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～
30日(水)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～
クロスはお休み    12日(土)ウィル
19日(土)未来　   27日(日)DAD

今月の予定

12月は1日にクロス、8日にウィル

、15日に未来、23日にDAD(大忘年

会)が行われました。

本年も多くの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。

　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申

し上げます。新年の営業は７日からです。皆様のご来店を心よ

りお待ち申し上げております。

　　　　　　　はるかぜ書店　横須賀市上町2-46　046-804-7883

なぜウソをついちゃいけないの？

　～ゴットフリートおじさんの倫理教室～

ライナー・エアリンガー著 ＫＫベストセラーズ　￥１４７０

 誰でもこんなこと思ったことありますよね。

「どうして規則を守らなくちゃいけないの？」

 大人たちはみな「守らないと罰をうけるから」というんだけ

ど、じゃあ罰がないなら、そのルールは守らなくてよいのかっ

て思ったことあるでしょ？

 この本では、いろいろな疑問を繰り出す主人公フェルディナン

ド少年にゴットフリートおじさんが「どうやって考えたらよい

のか」の道筋を教えてくれます。

自分の考え方を押し付けずに少年と一緒に考えていくゴットフ

リートおじさんのように私もなりたいと思いました（反省）。

                                          　　　（ローティ） 

活 動 報 告

お知らせお知らせ

てはすんなり理解できたようで、さ

らには宮原さんが寡黙な方だと思っ

ていた、とトンチンカンな（笑）感

想を持ったようです（実際はかなり

雄弁な方で有名です）。

　鈴木氏は43才ととても若く、しか

しながら非常に物腰柔らかく腰の低

い方でいらっしゃいます。商店街の

中でも腰の低い方として有名です。

　　　　　　　　　今回はご自身の

　　　　　　　　生い立ちからお話

　　　　　　　　いただき、入社当

時の血気盛んな頃のお話から会社の

取組みやこれまでの経歴をお話下さ

いました。｢銀行員｣とか｢支店長｣と

いう先入観は簡単に崩されるほどの

個性的な方で、とても惹きつけられ

るお話でした。前述のAさんはかな

り感銘を受けたようで、生き方が変

わったそうです。機会あればまたお

招きしたいと思います。(島田徳隆)

　毎年一回は上町商盛会商店街振興

組合理事長の宮原茂氏に来ていただ

き、利用者を対象にお話をしていた

だいております。12月はさらに、同

じ商店街の中にある三浦藤沢信用金

庫上町支店支店長の鈴木隆一氏をお

招きしてお話を伺いました。

　宮原氏は高校卒業時に商店を継ぐ

という決心をしたときの話から始ま

り商売の

イロハや

商店街の

役割と理事長の職務についてお話い

ただきました。またご自身の商店街

でのこれまでの仕事を話し、商店街

の中での若者の役割についても言及

しておりました。初めてアンガージ

ュマンに来た人も聞いており、かな

りシビアな話には驚かれたことかと

思います。また、はるかぜ書店であ

る程度経験を積んできたAさんにとっ

（前頁より）

何とも大胆なテーマを設定しまし

た。「ひきこもりやニートの力で

地域商店街を活性化する」です。

講演は宮本みち子氏（放送大学教

授）にお願いし、フォーラムは３

商店街と４ＮＰＯ等が研究者達と

論議します。

　本年も若者と親御さんの生き方

に寄り添える団体として、気持ち

は"あばうと"に、そして"ネクス

ト"ステージを願って、マッタリ

(俟ったり)と。　　　　(滝田衛)

　１２月現在、フリースペース・相談・キックオフ等の利用者が４３人、学習サポート利用者が４５人、計８

８人が利用在籍しております。

　つきましては、利用にあたりまして利用料金納入事務でご迷惑をおかけしないために、今一度下記をご確認

下さい。よろしくお願いいたします。

　（１）利用に当たっては会員(社員)となっていただきます。

　　　　△相談は非会員でもお受けいたします。

　（２）フリースペース、キックオフ、学習サポートは「月」契約です。

　　　　○利用料金は前月末日に納入　　銀行口座振込

　（３）相談コーディネートは「年」契約です。期間は１年間。

　　　　○利用料金は契約時に納入　　　銀行口座振込

　（４）相談、講座受講は「１回ごと」利用となります。

　　　　○相談料、講座料は受講前に納入　　現金及び銀行口座振込

　　　　△キックオフ受講者は相談、講座は無料です。

　（５）実施月の５日までに納入がない場合は、お電話を差し上げます。

　（６）実施月の10日までに納入がない場合は、請求させていただきます。

この本を読
まなきゃ

ローテ
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利用者およびご家族の皆様へお願い

商店街講座の様子
12月6日、13日に行われました

ゆうたんかわいいよゆうたんA's

　先日山形県新規新規就農者ネットワーク会長の

山川氏がアンガージュマンを訪れてくれました。

今後の山形との交流についてや山形物産市の事務

処理の話について簡単な打合せをしました。

　まだ詳細は決まっておりませんが、次回の山形

農業体験ツアーは2月下旬になりそうです。東北の

冬ならではの作業にご期待下さい。　 (島田徳隆)

山形へ行きますよ！　第2回は2月下旬を予定

本年もご支援よろしくお願い申し上げます
　　　12/21に支援者･講師･スタッフ交流会が行われました

本年もご支援よろしくお願い申し上げます
　　　12/21に支援者･講師･スタッフ交流会が行われました

　　　　　　　　　　　　12月22日にアンガージュマンの支援者

　　　　　　　　　　　及び学習サポートの講師の方々をお呼び

　　　　　　　　　　　しスタッフとの交流会を行いました。

　　　　　　　　　　　日頃の不手際をお詫びするとともに、厚

　　　　　　　　　　　いご支援に感謝申し上げる次第です。

　　　　　　　　　　　クリスマスということもあり、途中から

バンドにも参加していただき、即席コンサートを行っていただき

ました。ネクスト講師の田中先生がバイオリンを弾く「もーしと

その仲間たち」。市立うわまち病院での

コンサートを終えた直後に参加していた

だく強行スケジュール。

　本年は一層のご支援を賜るとともに志

新たに活動を充実させることを誓います。

よろしくお願い致します。　(島田徳隆)




