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第50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

 　桜の花のほころびに新たな気持

ちを喚起される4月､アンガージュ

マン･よこすかは5年目を迎えまし

た｡改めまして会員および支援者の

皆様方のご厚情に感謝申し上げま

す｡去る3月21日､元はるかぜ書店店

長の石原直之さんをお招きし､退職

にまつわる課題を振り返るフォー

ラムを実施し､がむしゃらに走って

きました過去4年間の課題の一端を

整理させていただきました｡ご参加

いただきました会員の方々には厚

く感謝申し上げます｡次ページで

ご報告いたします。

　一方､理事長(代表)小柳良の長期

療養につきましても大変ご心配を

おかけいたしました｡5月10日(土)

の2008年度通常総会におきまして

今後の報告をさせていただきます。
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社会見学(10～16)
ソレイユの丘

　さてアンガージュマン･よこすか

過去4年間を第1期(創成期)一区切

とし､2008年度を新たなスタート､

第2期(成長期)と位置づけます｡本

法人のミッション｢子どもと若者の

"社会参加"｣を基調に､生き辛さを

共有しながら豊かな時間と空間を

地域の中で商店街の中で具現化す

べく､会員(社員)の皆様方と共に

歩んでいこうとの新たな決意を申

し上げます。

　多くの子どもや若者､その親御

さんを法人の真ん中に置き､メンタ

ルケアーと各事業の充実を図りた

いと考え、以下の改革に取り組み

ます｡ご理解をお願いいたします。

　"ありのまま""そのまま"の自分

を承認し合える時間と空間・・・

アンガージュマン！を。
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○今年度より毎月の予定もリニューアルしますので、ご確認ください。内容に大幅な変更は加えま

　せんが、より利用しやすい形態を模索していきます。

▲キックオフプロジェクト(就労支援講座)受講者は「はるかぜ講座」に必ず出席して下さい。講座

　内容については従来通りのものになります。

★表の見方★　am…10:30　pm…1:30　に開始する予定です

◇ブログやホームページにも随時情報を掲載しますので合わせてご確認ください

　書くことがいっぱいあって溢れんばかり

です。ただし、遅筆なのでいつも発行は遅

れがち。今年度こそはきっちりと発送した

いと考えております。先日、ある人に今後

のNPOに必要なこと、とういうことを又聞き

しました。その条件のうち一つがニュースレ

ターは字が多くないこと、だそうです。とい

うことは、毎号字が溢れる誌面はいかがなも

のか、ということでしょう。今後も読みやす

い誌面を目指して努力します。　(島田徳隆)

春...ちょっぴり不安  ナリ

A's

【組織改編と担当紹介】

　　●あばうと・講座チーフ：滝田衛(事務局長)　●ネクストチーフ：山川幸子

　　●上町就労支援センター所長：島田徳隆　 　 ●孫の手事業チーフ：伊藤一機

　　●はるかぜ書店店長：石井利衣子、書店スタッフ：石川藍

　　●ジョブトレーナーチーフ：石橋航(ウィル)　●アドバイザー：三浦恵子(VG未来)

　　●カウンセラー：浜田房子(臨床心理士・ソーシャルワーカー、毎週木曜日・要予約)

　　※ボランティアスタッフ及び講師(講座・ネクスト講師)　約40名

【利用料金一部改訂】　　※別紙参照ください

　　①相談コーディネート　年105,000円(旧52,500円)　　※相談料金は1回6,300円

　　②あばうと(ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ)　月21,000円(旧15,750円)全講座料含む、ネクスト利用者半額

　　③初回相談無料：あばうと・キックオフ利用者は相談無料

　　④ネクスト諸経費　月600円(旧525円)　※ネクストは5月より

【会員】

　　家族会員制を改め、入会・利用者を各一口とします。なお年会費5,000円

　　(例)　子どもが"あばうと"利用、親はウィル利用　→　2口入会をお願い致します

 フリマ
(港南台テント村)

 フリマ
(市役所前公園)

山形物産市
　(ドブ板バザール)



はるかぜ書店だより

1日にクロス、8日にウィル、15日

に未来、23日にDADが行われまし

た。新たな活動形態を模索してお

ります。今月も皆様のお越しをお

待ちしております。

　新年度よりはるかぜ書店もリニューアルの方向していきます！

店のコンセプトを打ち出して、よりはるかぜらしさをアピール

していく予定です。働きやすい環境＝居心地の良さを追求する

こととお客様に愛される書店作りをいたします。第一弾は同封

のおたより。読者の皆様のご感想を店員一同お待ちしておりま

す。今後もどうぞよろしくお願い致します。

　そのようなわけで、今号をもってはるかぜ書店だよりを終了

いたします。ご愛読ありがとうございました。大人気のローティ

さんのコラムはどちらかに掲載いたしますのでどうぞお楽しみ

に♪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

大奥 (第1巻) (JETS COMICS (4301))

よしなが ふみ (著)　600円(税込)

今回は、なっなんと！コミックの紹介です。この漫画は奇抜なス

トーリーで、心地よい違和感をおぼえるなんとも興味深い内容で

す。あまり中身をお話してしまうと、ネタばれなので控えますが、

江戸時代の大奥の話のはずが、今の現代社会にも通じているよう

な、そんな人間関係（男女関係？）を描いています。とにかく買

って読んでみてください！現在第3巻まで出ていますが、この先

どんな展開になるのかとっても楽しみな一冊です。（ローティ） 

自助グループ
 活 動 報 告

　金曜日の夜6時30分､横浜駅西口の

神奈川県民センター301会議室には

約80人の方々にお集まりいただき､

第4回就労支援ネットワークフォー

ラムを実施しました｡会員の方､行政

関係の方､支援者の方､そしてはるか

ぜ書店開店時スタッフ全員の顔触れ

もそろい､それぞれの思い

や関心が渦巻く中､フォー

ラムは始まりました。

　開会にあたり､年度末の

ご多忙の折ご出席を頂きました神奈

川県県民部青少年課長:山下良一さ

ん(協働事業担当課)､研究委員会副

委員長:為崎緑さん(本法人事業アド

バイザー)よりご挨拶を頂きました｡

第1部は卒業式を終えて愛知県から

駆けつけて頂きました長谷川俊雄さ

ん(愛知県立大学)にお任せし､元店

長:石原直之さんと対談をしていた

だきました。

　石原さんは｢はるかぜ書店を辞め

たのではなく卒業したと思っている｡

2004年1月14日､ひきこもり生活から

脱し第2の人生がスタート､違う生き

方を願った｡リロードの夜食会､横須

賀市青少年相談センターへ行き､も

う一度スタンダードな生活をしお金

が欲しい､働こうと思った｡アンガー

ジュマンに出会い､ボランティアス

タッフとなり､その後県サポートプ

ラザ受付で1年3か月働き､その間販

その夜の商店街の会合に出たくない

と思った瞬間に､気持ちが落ち汗が

どっと出てドーンと落ちた｡頑張っ

てきたことは大事だが､リップサー

ビスによる自分の分裂があった｡働

く手立てをアンガージュマンがして

くれたら…｡休もう｡時期が来た､卒

　　　 業したい｡当初より書店で働

       くのも45歳まで､しかし後任

       を育ててからの思いがあっ

       た｡迷惑をかけ申し訳ないと

思うが一度スパッと辞めようと決意

した｡自分の夢を持っていたので､そ

っちへ行こうと｡7月4日､卒業しよう

とアンガージュマンへ行った｡あり

がたい経験をいっぱいさせて頂いた｡

これからはボランティアから始めて

いきます｡｣と説明しました｡

　｢明けない夜はない｣のごとく､人

の日常は確実に未来へ向かいます｡

元店長石原さんの退職は意外でした

が､また当然でもあります｡自分と社

会の狭間で､私達はバランスをとら

ざるを得ません｡大切なのは､ありの

ままの自分を仲間や社会の中で表現

できることです｡改めて､世間体や見

栄(性別･年齢･生い立ち等)で自らを

誤解することがないよう心がける

自戒の念をとのふりかえりをしまし

た｡はるかぜ書店創成期の5人には

感謝！

　　　（要約含め文責　滝田　衛)

　本法人は皆様の暖かい志によって支えられております。毎年多

くの方からご寄付をいただいております。本来ならばその都度お

礼をしなければなりませんが、今までは怠っておりました。お詫

び申し上げます。今後は随時通信に掲載させていただくことによ

り、感謝の意をお伝えしたいと考えます。今号ではご寄付いただ

いた皆様に掲載のご意志を確認する作業が間に合わず、これまで

にご寄付を頂いた皆様のご芳名を次号より掲載したいと考えてお

ります。どうぞご容赦下さいませ。

　ご寄付をいただいた皆様には誌面を借りて厚く御礼申し上げま

す。

　　　NPO法人アンガージュマン・よこすか理事・スタッフ一同

この本を読まなきゃローテ
ィの

ローテ
ィの

ご寄付ありがとうございます

　　　有効利用いたしました 2007年度

　高校生のときに色気づいてオシャレ関係の雑誌を読み漁りました。ただ、ファッション系の話はいずれ

書き記すことにしましょう。ある時、文房具の特集が組まれており、何となく読んでいてその時はすっと

読み飛ばしていたのですが、横浜の文房具屋に立ち寄った折にふと見つけたのがその雑誌に載っていた…

ファーバーカステルのシャープペンシル。TK Fine Lという製図用のものですが、秀逸なデザインでグリッ

プにメタルを使っていてもボディが緑で小洒落ており、今やステッドラーと変わらない武骨なデザインに

なってしまったのは残念です。製図用品としては先が太いので使い勝手は悪いのかもしれませんが、日常

の用途では必要十分。太さも製図用とは思えないほどの手にしっくりくる太さです。ちなみに私が買った

ものの芯の太さは０．７ｍｍ。ヨーロッパでは一般的な太さらしいですが、日本では０．５ｍｍが主流な

ので慣れるには若干時間がかかりました。鉛筆ほどではないもののしっかり書ける太さです。オススメ！

ちなみに芯は日本製のものが高品質です。同じファーバーカステル製の芯を買ったらケースの中でもよく

折れていました。１回修理に出してからはやや使い勝手が悪くなってしまったのですが、未だに現役で使

っております。頑丈さもドイツならでは、といったところでしょうか。最近パソコンを使ことが多くなり

筆記する機会が減っているのは極めて貧弱な生活だなぁ、と思いながらこの記事もパソコンで…。

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

石原氏に語りかける長谷川氏

　第４回就労支援フォーラム報告　3/21

それぞれのはるかぜ書店 お互い様を心に
　第４回就労支援フォーラム報告　3/21

それぞれのはるかぜ書店 お互い様を心に

失敗の連続が現実 たくさん転んだ
   経験を アンガージュマンでは

売士講座を受講し仲間と書店の勉

強を始めた｡3足のわらじを履く形だ

ったが､責任があるわけでなく本番

でもないので楽しい時だった｡これ

から始まるはるかぜ書店に出会った

ことが良かった｡もし､出来上がった

ところへ行ったのなら若い人達に囲

まれ40歳過ぎた私はプライドも傷つ

いただろう｡ひきこもっていたがおし

ゃべり､真面目なところがある｡正直

｢店長!｣と言われ嬉しかったが､書店

経営は難しい｡売り上げが心配だった

りお釣りが合わないトラブルも全部

自分で背負っていた｡上手くいかない

自分を知り､そこへひきこもり経験の

ある研修生が次々に入ってきて､自分

自身はアップアップしていた｡研究委

員会の仕事や商店街との付き合いも

多くなり､まるでパラシュートを付け

ずに飛行機から飛び降り急降下する

感じだった｡5月下旬､その日も笑顔で

雑誌のインタビューを受けていたが､

ふりかえり　雑感

　　ネクストより
 第3回研修会－3月27日－
　　ネクストより
 第3回研修会－3月27日－

　今年度は積極的にフリーマーケット

に出店してみようと考えています｡

4/19は横須賀市役所前公園にて､4/26

は横浜の港南台テント村にて｡そのた

め､ご家庭の不用品を集めています｡

と同時にお手伝いの方も大募集！！

　第1,2回は、教育界の専門講師をお

招きした講演会形式でしたが､今回は､

一年間の反省と次年度に向けての事

務連絡等と後半に茶話会を｡先生方か

らも教科ごとに指導法の｢勉強会｣や

お互いの情報交換の場として｢交流会｣

も持ちたいと(通常、個別学習のため

講師同士の交流が少ないので)積極的

なご意見をたくさん頂きました｡また､

事務局から滝田がNPOに対する考え方､

アンガージュマンの全体の状況や新

年度の組織についての報告を致しま

した｡少人数でしたが予定を一時間も

越え､和気藹々とした団欒の中にも先

生方の熱意を感じる会になりました｡

　新年度､新たな気持ちで生徒さん一

人ひとりの学びに合わせた学習サポ

ートを目指すことを確認致しました｡

2007年度進学状況(ネクスト利用生徒)

進学おめでとう　全員第一志望に合格

　発表までハラハラドキドキ､最後ま

で諦めずに頑張りました｡

　　大学　私立　１名

　　高校　公立　８名

　　　　　私立　２名

新しい一歩を確実に踏み出しました｡

不用品を集めています




