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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

る。普段はアンガージュマンに

来る事にちょっと二の足を踏ん

でいる方もぜひ来年の灯ろう夜

市にはお越しいただくとよいだ

ろう。これは当事者の方々のみ

にあてはまることではなく、親

や支援者、アンガージュマンに

関る全ての人に共通して言える

ことである。

　さて、灯ろう夜市が過ぎると

商店街は普段どおりの様子に戻

る。そして、アンガージュマン

も普段どおり…。しかし、何だ

かそれまでとは違った感覚が生

まれてはないだろうか。これば

かりは経験してみないと分から

ないことであろうが。

　灯ろう夜市には商店街活性化

という主目的があるが、同時に

アンガージュマンの活性化も実

現する。それは来室者の精神的

なものに寄与するだけではない。

私たちの働き(灯ろう作り、花火

配り、アイスキャンデー配り)に

は上町商盛会より賃金が発生す

る。つまり、簡単な作業から重

労働(?)にいたるまで、利用者に

対する就労の糸口にもなり得る

可能性も秘めている。

　次回までまだ一年あるが、一

層盛り上がるよう商店街だけで

なく、私たちアンガージュマン

も努力する所存である。ご協力

願いたい。　　　　(島田徳隆)

供する。

　今年のアンガージュマンは会員

の大湊さんの餃子を実演販売した。

大好評で、事前に用意した分は売

り切れてしまい、途中で取りに行

くほどであった。また、上町商盛

会と隣の上町銀座商店会の事務所

にて花火を配ったり、はるかぜ書

店前にてアイスキャンデーを配っ

たり、はたまた上町商盛会内を練

り歩いた｢おわら風の盆｣の交通整

理をしたりと商店街全体のどこか

にはアンガージュマン部隊が駆り

出されていた。

　商店街のみならずアンガージュ

マンにおいても最大のイベントに

なってきた。灯ろう作りも勿論の

ことではあるが、当日のお祭り騒

ぎで一体感のようなものが一気に

生まれる。ちょっとおっかなびっ

くりフリースペースに来ていたり、

普段は交流のない学習サポートを

受けている子ども達がイベントに

参加することによって交流が生ま

れたりと予想し得ないことが起こ

　今年も灯ろう夜市の季節がやっ

てきた。商店街を挙げての一大イ

ベントではあるものの、徐々に慣

れてきたこともあり、わりとスム

ーズに事が運んだように感じる。

ただ、まだまだ４年目ということ

で横須賀市民全員が知るほどの行

事になったかといえばそうではな

い。私たち上町商盛会の目標は全

市、全県、いや全国に知られるイ

ベントにするべく努力している。

　本年は残念ながら前理事長が急

逝したため、追悼の意を込めた行

事となった。商店街としてはもち

ろん、各店の思いも込められた特

別なイベントになった。

　

　今回から中里通り商店会も加わ

り、ほぼ上町全体に灯ろうが並ぶ

盛大なイベントになった。また、

灯ろうを一基ごとに購入するスタ

イルを取ったため、商店街単位で

なく個店での参加がしやすくなり、

上町周辺を彩る灯ろうは３００基

を超えたことと思う。それぞれの

灯ろうが異なる個性を持ち、趣き

のある雰囲気を作り出している。

　バス通りのため、車窓から灯ろ

うを楽しんだ方もいた。ただ、そ

ぞろ歩きながら一つ一つの灯ろう

を楽しむことがこのイベントの最

大の醍醐味といえる。この時は各

店舗も夕方から様変わりし、趣向

を凝らした多彩なおもてなしを提
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1:30　ギター講座

am漢字講座
pmカラオケ講座

am漢字講座

pmヨガ講座

am漢字講座
pmヨガ講座

am漢字講座
pmヨガ講座

amPC教室
12:00　昼食会
pm英会話

am藍染めinたまりば
12:00昼食会(300円)
pm英yamagata会話

amＰＣ教室
12:00昼食会(300円)
pm乗馬講座

amPC教室
12:00昼食会(300円)
pm英会話講座pm英会話講座

amＰＣ講座
12:00昼食会(300円)
pm乗馬講座
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学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート  1:00未来･クロス　　 3:00 DAD

学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート  　　　　　　 3:00 DAD 
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山形物産市
　(はるかぜ書店前)

23 24
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am数学検定講座
pmはるかぜ講座
　(灯ろう準備)

am英語講座
pm読み聞かせ講座

amはるかぜ講座
　(灯ろう片付け)
pmカラオケ

am英語講座
pmラッピング講座

am英語講座

pmコラージュ
　販売士直前講座

pmソーシャル
　　スキルズ
　トレーニング

amアクセサリ講座
pmコラージュ

am数学講座
pmソーシャル
　　スキルズ
　トレーニング

am数学講座
pmコラージュ

　そして灯ろう夜市が終わった。この間アッ

という間に過ぎた。はるかぜ書店での灯ろう

に貼る作品募集から灯ろう作り、そして当日

の花火配り、アイスキャンデー配りなど、そ

れぞれがそれぞれの役割をキッチリこなした。

会員の皆様、支援者の皆様の協力の賜である。

誌面を借りて厚く御礼申し上げる。

　日常の活動に真摯に取り組むことで、皆様

のご協力に答えたい。引き続きのご支援をお

願いする。多謝。　　　　　　　(島田徳隆)

第４回の思い

※は閉室の印です

  1   2

  7   8   9 10

11

今年の様子

アンガージュマンの変化

就労、そして来年もよろしく

餃子は完売！！大黒堂の

　　今後に乞うご期待！

フリータイム

am灯ろう準備
pmホビー

am農業体験
pm山形農業体験
　ツアー説明会

am農業体験(長井)
pm販売士講座

am農業体験
pm販売士講座)

※　　　　※　　　　　※　　　　※

山形物産市inヨコハマ
　　　　　　　　　　　　　　 カーニバル

夏期講習及び模擬試験のご案内 (別紙参照)

夏期講習　１コマ目１３：３０～１５：３０　２コマ目１５：４５～１７：４５ 

８月６日(水)①数学②英語  　７日(木)①社会②理科　  ８日(金)①英語②国語　

　１９日(火)①数学②国語　２０日(水)①社会②数学　２１日(木)①理科②社会

　２２日(金)①国語②英語　２３日(土)①理科　　県模擬試験 実施日 ２４日(日)１３：００

＊持ち物…夏期テキスト･筆記用具　＊県模試持ち物…筆記用具･時計･受験票･志望校コード表

ネクストより

山形農業体験ツアーtheサマーキャンプ

♪な･つ･や･す･み♪♪な･つ･や･す･み♪※



　 7月19日.暑いけれど,熱ぅ～い土曜日でした.ボランティアグループ

未来が結成して10年を迎えたのを記念し,こんのひとみさんをお迎えし

て,ささやかなコンサートを開きました.

　こんのさんの自らの体験から伝わる言葉

は,｢命｣という大きくて,大切なテーマを優

しく響かせてくれました.素敵なシルエット

とともに,こんのさんの声と表情が,みなの

心を優しくなでてくれました,皆の手に,ハ

ンカチがにぎりしめられていました.

　そのあとの,10年を経ての集まりも,常に未来に協力をしてくださった

子どもファンドや,アンガージュマン,ウィルの方々の参加もあり,また,OB

のお子さんのピアノ演奏なども加わり,ほんとうに感慨深いひとときでした.

　あらためて,皆様のご協力にお礼申し上げます.

　未来は,不登校のこどもを抱える親たちが集まり,悩みを共有し,お互いの

気持ちを聞きあい,励まし合いながらの活動でした.一人一人が誰かの力に

なり,それが,こどもに向き合える気持ちを支えて来られたのだと思います.

　合い言葉のように,｢こどもを信じて｣｢一人で悩まないで｣と伝え続けて,

10年の時間が過ぎましたが,そこで繋がれた,ひとりひとりの思いは,未来の

宝物です.これからも,静かに歩み続けて行きたいと思います.(富田美知子)

　７月１２日に行われました。今

月は９日(土)午後１時～。

　７月１４日の灯ろう夜市、パワー

全開だった。 "あばうと"は６月中

旬から灯ろう製作所に変わり、灯ろ

う２８０脚（？）を作った。大活躍

はMさんである、さすがに手が痛そ

うであった。当日、Sさんは大黒堂

（支援者の大湊雄治さん経営）の餃

子販売に最初から最後まで４時間従

事し６００個を完売した。Oさんも

それを手伝いながら夜７時からのア

イスの無料販売を精力的に行った。

浴衣姿のKさんはT・I・Nさん４人

で、"あばうと"帝王のSさんとY・M

さん３人で、花火の抽選会を担当し

た。卒業生R･M･T･Oさんも加わり、

終わってみれば１３人が大活躍。

　「子どもが母親に嫌がらせをするんです！！」との相談は絶えない。

「モノを投げつける」「汚い言葉を浴びせる」「無視する」「寝かさな

い」等など・・・。それって、親を嫌っている、母親を困らせたいので

しょうか？　イエイエ？！　親の愛情を確かめたいのでしょう。親から

の信頼感を得たい。だからこっちを向いてよ・・・、と言う事のようで

す。不安で孤独で自信が持てない自分。誰に頼っていいのか？　イヤ、

誰にも頼ってはいけない。自分でこの困難を乗り越えなくっては。そん

な孤独で我慢強い取り組みの日々は、結果として自室の暗い空間に自分

を一人ぼっちにしている？？ようです。

　先日知り合った方に、５０歳くらいかと思いました、と言われました。いよいよ小生も滝田のような貫

禄がついてきた、シメシメ…というのは冗談ですが、中学生の頃より大学生位までヒネていたせいか、年

より上に見られてきました。当時は大人に憧れたり背伸びしたい年頃ということもあり心中では喜んでい

ましたが、その後子ども達と関ってからは年齢相応もしくは若く見られることが増えました。年を重ねる

と若く見られる方が嬉しいかも、などという心境の変化が現れるのも年齢のせいでしょうか。昨年は時代

錯誤のように長髪でしたから、特に年齢を感じるというよりは異世界の人物といってもよかったかもしれ

ません。服装や髪型に頓着しないというのはよくない傾向だ、と反省しております。

　そこで、どんな身なりが自分に相応しく、かつ気に入るのか、頭の中で改めて検証している次第です。

１９８０年代というのは音楽にしてもファッションにしてもどうも空白の時代のようで、現代では敬遠さ

れがちのようです。そんな時代のスタイルこそ魅力に感じるのは小生のみでありましょうか。白黒のモノ

トーンのスーツにテクノカット、音楽といえばウォークマンからシャカシャカ音漏れするような軽いもの。

自動車は角ばっており、あたかも弁当箱と見間違えるような…。哲学があるのかないのか、そんな軽い時

代（？）昭和末期は中々興味深いと思います！どうです、あなたも８０年代を振り返ってみては。

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

未来

ウィル

　本年度１回目の研修会は、４月よ

りアンガージュマンのカウンセラー

としてもご活躍頂いています浜田房

子さんに講演をお願いしました。今

回は、講演とグループ討論も入れさ

らに講師にアドバイスを頂くという

欲張った試みでしたが、浜田さんは

快くお引き受けくださいました。

　講演では、最初に浜田さんの基本

的な考え方を話されました。「誰で

も少しは障がい者」という観点で、

障がいは脳の中のネジが少し弛んだ

状態である。誰でもネジの弛みはあ

るから、誰でも少し障がい者である

と。（エー私も？？でもなるほど、

そーか・・）だから、無理に治そう

とするのではなく個性と思い、みん

なで楽しみおもしろがること。ご自

身のご家族を例に挙げながら楽しく

分かりやすく説明されました。ただ、

障がいをマイナス要因と思い込み自

信をなくし、社会との関係を閉ざす

と人と関わる練習する場を失い、

社会との適応が困難になる。この

状況が二次的な障がいを生む可能

性がある。つまり、精神的な病気

に繋がってしまう。この二次的障

がいを発生させない社会を作るこ

と。社会も障がい者も双方が歩み

寄る努力を続けることが大切であ

ると。また、発達障がいの特性の

理解とその対応の仕方についても

お話いただきました。

　講演後、ネクスト講師の方々は

事前に各自用意した資料を持ち寄

り、３つのグループに分かれ話し

合いました。時間が足りないほど

活発に意見が交わされ、貴重な情

報交換の場となりました。各グル

ープの報告、質問には浜田さんが

アドバイスしてくださいました。

　「ネクスト」は、教科の学習は

勿論ですが、人と人の関わり方も

同時に学べる場です。講師と生徒、

親の気持ち。子の気持ち。親の気持ち。子の気持ち。
カウンセラーTAKITAのつぶやきカウンセラーTAKITAのつぶやき

　７月２７日に開催されました。

ドブ板通りの地産地消マーケット

に集合し、一汗かいてからの暑気

払いでした！これも美味しくお酒

を飲むため!?

ＤＡＤ

本屋で読み聞かせ
　　はじめました7/29
　～はるかぜ書店にて

　７月２９日(火)に第二回目の絵

本の読み聞かせをはるかぜ書店内

にて行いました。認定ＮＰＯ法人

神奈川子ども未来ファンドの助成

を受けて行う企画です。今回は夏

休み中ということもあり、５組７

名の親子のお客様がお越しになり

ました。加えて読み聞かせファン

の大人たちとアンガージュマンに

研修に来ている教師、フリースク

ール見学会に参加している教師２

名が川口さんのお話を聞きました。

　今回は川口さんのグループ「け

やきの会」よりお一人の講師が参

加して下さり、川口さんとは異な

る語り口を披露して下さいました。

読み聞かせに参加する子ども達は

様々なスタイルで、途中からお母

さんに抱かれて眠ったり、川口さ

んの隣に歩み寄って聞き入ったり。

大人たちの方が形式ばって聞いて

います。

　次回も夏休み中の８月２５日(月)

午後１時３０分から。　(島田徳隆)

　本年度４月より７月末まで受講生５０名、講師１９名が稼動しま

した。　8月は夏期講習（少人数授業）と模擬試験を実施します。

個別学習追加も多数受け付け中、今からお申し込みの方は早めにご

連絡ください。８月６・７日は高卒認定試験です。今回は３名受験

します。暑さの中、学習した成果を発揮することを願っています。

ネクストの近況！ネクストの近況！

　中学生３人が６月から"あばうと"

に加わった。支配人(?)Kさんの采配

もあって、にぎやかで楽しい毎日が

繰り広げられている。７月２４日の

ソーシャルスキルトレーニング、カ

ウンセラーの浜田さんとスタッフの

助川さんを引き立てるような絶妙な

トークが炸裂している。最近始まっ

た長井有機農法研究会（鈴木さん）

・マリーゴールドの会（北野さん）

の農作物宅配作業、７月２５日には

車２台10人で参加し真夏の倉庫で青

春絶好調！！を実現した。"あばう

と"パワー爆発　この勢いで山形農

業体験ツアーへ！！

　(フリースペース・相談　滝田衛)

あばうとのたま
もの？あばうとのたま
もの？

　第５回就労支援フォーラム

「ひきこもりの若者起業に挑戦

　　なぜ働くの？自分らしく働く」

日時/9月19日(金)18時30分～21時　

場所/かながわ県民センター　

内容/ひきこもりの若者の働き方

 　　についての講演　島田徳隆

　パネル討論=長谷川俊雄氏･県商

　　工労働部産業活性課･NPO団体

　　･商店街･労働関係）

定員/100人

費用/1000円（資料代）

教えられる人がいて、はじめて教えら

れる。双方あってはじめて成り立つも

のです。例えば、受験前生徒さんが焦

っているときは、講師がゆっくり落ち

着いてと見守り、生徒さんがテスト前

でものんびりしていると講師が慌てふ

ためいたり、お互いに押したり引いた

りしながら、適度な距離を保ちつつ寄

り添っています。

　スタッフや講師同士、和やかな会話

の輪ができ（３つのわ）、笑顔が広が

った研修会でした。　　　(山川幸子)

発達障がいの理解と対応
　浜田房子さん(臨床心理士･精神保健福祉士)を囲んで

　～ネクスト講師･スタッフ研修会 7/3
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