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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

2008年12月のアンガージュマンの予定2008年12月のアンガージュマンの予定
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月(Mon)　　火(Tue)　　水(Wed)　　木(Thu)　　金(Fri)　　 土(Sat)　　日(Sun)

am英会話
pm散歩をしよう

am英会話講座
pmワークtoday
(笠井さんの話
　　　を聞こう)
形農業体験
　説明会

am英会話講座
pmヨガ講座

am～pm
クリスマス
パーティーの準備

am英会話
pmヨガ
ハロウィン
　　　パーティ

amPC講座
12:00昼食会(300円)
pmはるかぜ講座

amPC講座
12:00昼食会(300円)
pm乗馬講座

12:00昼食会(300円)
pm藤野さんと話そう

amまったり
12:00昼食会(300円)
pm藤野さんと話そう

amＰＣ講座

am詩を作ろう
12:00昼食会(300円)
pmラッピング講座

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
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am英語講座
pmカラオケ
　(費用250円)

am英語講座
pmフリータイム

pmラッピング講座

販売体験をしよう!

am英語講座
pm読み聞かせ講座

am英語講座
pmカラオケ(約300円)

am漢字講座
pmソーシャル
　　スキルズ
　トレーニング

am漢字講座
pmソーシャル
　　スキルズ
　トレーニング

am漢字講座
pmコラージュ

amまったり
pmソーシャル
　　スキルズ
　トレーニング

am漢字講座
pmコラージュ

畑へＧＯ！～長井～

※は閉室の印です
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am農業体験(長井)

am農業体験(長井)am農業体験(長井)
pmはるかぜ講座業体験
(長井)
pmはるかぜ講座

am農業体験(長井)
pmホビー

am農業体験(長井)はるかぜ講座

am農業体験(長井)
pmホビー

年末年始の予定年末年始の予定
フリースペース・あばうとは２７日～１月６日までお休み

学習サポート・ネクストは２９日～１月４日までお休み

はるかぜ書店は３０日～１月４日までお休み

就労支援講座(キックオフ・プロジェクト)は２７日～１月６日

までお休みですが、３１日と１月４日はイベントに参加します。
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小田原へ乗り込むぞ！！

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

クリスマス
パーティー
　1:00～

※

３１日　ＹＯＫＯＳＵＫＡ

　　　　カウントダウン

３１日　ＹＯＫＯＳＵＫＡ

　　　　カウントダウン

アンガージュマンユートピア化計画

農業体験inCLCA
小田原でみかんもぎ♪

猿島で芋煮会

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

農業体験会 新展開へ 小田原/長井農業体験会 新展開へ 小田原/長井

ブロッコリ畑の草むしり

　

　横須賀長井有機農法研究会とマ

リーゴールドの会のご協力により

11月14日にはブロッコリ畑での草

むしりをいたしました。ブロッコ

リの間に生えている雑草をひたす

ら抜く1時間。慣れない体勢に四

苦八苦しました。

　秋晴れで気持ちよい気候の中、

ビニール袋を片手に持ちながらの

作業です。狭い畝(うね)と畝の間

を縫いながら腰を屈めての作業は

下半身にかなり負担のかかるもの

でした。黙々と作業を行う様子は

10月の山形農業体験会を彷彿とさ

せたかも…。

　今回は横須賀市の保健所からも

5名(スタッフ3名)が参加しました。

作業は何といっても慣れと経験で

すから、継続して来られるとよい

ですね。

　12月からはタマネギの苗を植え

る作業を行う予定です。植えた後

は草むしりに行く予定でおります。

会員の皆様もぜひ参加されてはい

かがですか？いい汗かけますよ！

　横須賀だけではなく、小田原で

の農業体験も予定しております。

ＮＰＯ法人子どもと生活文化協会

(CLCA)の畑へ行って作業を手伝う

のですが、みかんの収穫作業を予

定。10月にあれだけ果物(ラフラ

ンス)収穫してきたアンガージュ

マンチームにとって、相手に不足

はありません！ガッチリ作業に挑

戦したいという方も、マッタリ作

業しつつ…みたいな方もどなたで

も参加できます。日程は12月9日

～10日の一泊の予定。内容等につ

いては別紙をご覧下さい。

　今年度、アンガージュマンは農

業体験に神奈川県青少年課より助

成を受けております。山形だけで

なく地元横須賀、そして県域での

体験を充実する、という趣旨です。

ひとくちに農業といえど、実に多

くの作業、種類があります。アン

ガージュマンらしい体験会にぜひ

ご参加下さい。　　　(島田徳隆)

畑へアンガージュマンせよ！

クリスマスパーティーを催します。ご家族総出で
おこし下さい。もちろん準備などお手伝いも大歓
迎！！当日はピアノコンサート、も～しと仲間た
ちアコースティックライブ、RRRoomバンド(予
定)とクリスマスヨガ教室を企画しております。
１６日のラッピング講座はクリスマスラッピング
特集！各自包みたい物を持って来て下さい。

クリスマスパーティーを催します。ご家族総出で
おこし下さい。もちろん準備などお手伝いも大歓
迎！！当日はピアノコンサート、も～しと仲間た
ちアコースティックライブ、RRRoomバンド(予
定)とクリスマスヨガ教室を企画しております。
１６日のラッピング講座はクリスマスラッピング
特集！各自包みたい物を持って来て下さい。

　今月号は担当者ほぼ勢ぞろいで記事を書

いてもらいました。いかがでしたか？毎月

どうしても記者が偏っていたので、スタッ

フそれぞれの個性を発揮してもらおうと思

いました。今後はそれぞれが上手く分担し

バラエティに富んだ誌面を目指します。ス

タッフだけでなく協力者等にも原稿を依頼

するかもしれません。今後もご期待下さい。

と同時にご意見やご感想などもいただける

と励みになります。　　　　　(島田徳隆)

※　　　※

　もはや暦は冬ですが、芸術の秋の名残を惜しみつつ。先だってＢｏｏｋｅｒＴ＆ＴＨＥ ＭＧ'sのコン

サートに行ってきました。サム＆デイヴやオーティス･レディングのバック演奏、映画｢ブルース･ブラザ

ーズ｣でもお馴染みのメンフィスソウルバンドです。今回来日したのは４人のうちの核となる３人(一人は

既に亡くなっている)。今回のツアーには忌野清志朗も飛び入り参加したらしいが、私が見た日には無か

った…。そのかわり、バンドのオリジナルを十分堪能出来たと思います。とにかくすごかった！かっこい

いおっさんたちでしたよ。私も連れも最初から最後までソーセージ食べながらノリノリでした(ブルーノ

ート東京だったので飲みながら聞ける)。しかもインストゥルメンタルでここまで聞かせるなんて相当の

達人技です。演奏も雰囲気も全体のユルい感じがこれまたよかったんです。

　もともと好きなバンドでしたから、友人から誘われた時には日時も何も聞かずに｢行く!｣と即答してお

りました。かなり期待して公演に臨んだのですが、非常に満足のいくものでした。久し振りにいいライブ

に行った感じがあります。もう来日はないかな…、ちょっと分かりませんが、機会があったら何をおして

も行くべきです。また、今回のハコもグルーブ感を味わうのにピッタリ。演者に触れるほどの距離、実際

に触れますからね。いいリフレッシュが出来たので、気合入れてユルユルになるぜ！！



　　保護者面談より～「うちの子はアンガージュマンが好き・ここが気に入っている」にホッと！�
　１０月、各ご家庭に「授業報告書」をお送りし、その後１８名の生徒さんの保護者の方と（生徒同

伴も有）面談し、ご家庭での様子やご意向なども伺うことができました。「成績が上がった」「テス

トに成果が出ない」「自分で解けて自信がついてきた」「教え方を具体的に知りたい」「授業回数を

増やした成果が出てきた」「進路に迷っている～私学はどこに？通信制か？高認か？」「宿題は出さ

ないで」「宿題毎日出して」「分からないと言いにくい」「分からないことが分かってきた」「部活

と両立し頑張っている」・・・等など。

　講師は生徒さんのことを第一に考え授業に臨んでおりますが、お互いに共通理解の上でよりお子様

に合った学習指導を目指し、進路に向けてサポートしていきたいと思っております。なお、ご要望等

ございましたらいつでもご連絡ください。

�冬期講習は１２月２４日～２９日・１月５日～７日、１２月・１月模擬テストも詳細は別紙にてご

案内しております。是非ご参加ください。

１１月の研修風景からの１コマ
　研修生OさんにニューフェイスAクンへ、ブックカバー掛け

の指導をお願いしてみました。Oさんは、始めのうちは悪戦

苦闘しながらも、本の置く位置や折り方の手順を、実際に自

分もやりながら少しずつAクンへ、説明していきました。普

段の練習では、何度もやり直す事ができます。しかしこの日

は、お届け先のお客様用に包むので、遅くてもいいので、丁

寧に仕上げてほしいのです。やや緊張しながら本を包み込ん

でいく二人。それを見守るスタッフ一同は、内心ハラハラド

キドキ・・・・。そして！その出来栄えは・・・・�練習の

とき以上に、綺麗に仕上がってお客様にお渡しできるほどの

物でした。これならスタッフも、安心しゴーサインを出しお

客様の元へと、お届けしました。

　仕事を始めるための最初のステップとして、ご家庭での軽

作業を行っています。�たとえば、犬の散歩・草むしりなど

　あとは、商店街のご協力でイベントお手伝いや�看板灯の

交換・上町町内の外灯交換を行っています。今月は、お正月

飾りの注文を受け付けています。

　「お昼ご飯　みんなで一緒に食べようか!」

・・・何気なく始まった水曜日の昼食会。かれこれ　

続いてます。お手伝い大歓迎。同じ食材の味が調理の

過程でどう変わっていくかを体験してほしいので、つ

まみ食いも大歓迎。ご飯を主に、おかず、汁物、サラ

ダ、デザート。人数の変化に対応できるように心掛け

ていますが、ときにはライスを買いに走ったりするこ

とも。みんなで、ワイワイ、楽しく、おいしく。

　何か良いレシピがあったら教えて下さい。ね！�

�10月の報告になりますが、27～29日の三日間、秋

の大収穫祭のお手伝いをしました。ガラポンのお手

伝いは各商店から一時間に一人ずつ交代で来るので

すが、一緒に働きながら商店の人たちと触れ合う機

会を楽しみました。商店の人たちも暖かく接してく

れます。また、手馴れてくると、かえって商店の方

より上手にこなしていたこともあったとか！？

　孫の手の記事にも書いてありますが、お正月飾り

の販売も皆で行います。ご利用くださいね。

�「10年ひきこもってます」「外へ出ますが混乱が

大きくて」若者は生き辛さを背負い解決できません。

結果、自分を責め親をなじり精神的不安定を起こし

ます。自分で整理するのは困難です。相談とは「若

者の悩みや不安を整理し、親の理解対応を考え、今

後を一緒に考える」ことです。問題は「怠けてい

る」「何も考えていない」という親や社会の誤解で

す。若者は自己実現を願っています。自分らしく生

きる相談コーディネートを進めてます。

自助グループ“未来(不登校)・ウィル(ひきこもり)
・Ｄａd(父親の会)”
�法人では3つの自助グループが活動しています。自らの子育

て・子育ちに疑問を感じ問いかける親たちが自発的に活動を

始めました。願いは「子どもの社会参加。親が悩まず子ども

を信じ子離れする」ことです。不登校やひきこもりは子育て

の“失敗”と見なされ、社会は家族に「自己責任」を迫り、

特に母親を追い詰めます。不登校・ひきこもりは社会現象、

責任で語らないことです。子どもへの信頼と生き方を認める

支援理解活動が大切です。

孫の手孫の手

フリースペース
　　　･あばうと
フリースペース
　　　･あばうと

昼食会昼食会

はるかぜ書店

自助グループ

はるかぜ書店

自助グループ

はるかぜ書店

自助グループ

相談･コーディネート相談･コーディネート 上町商盛会(収穫祭)上町商盛会(収穫祭)

　先月は、みんなと一緒に合作コラージ

ュをしました。みんな互いに相手の絵に

触発されて、創作活動に夢中に取り組ん

でいました。やさしいタッチで船や自動

車を描いたＭ君、美しい天使や、クリス

マスツリーを手で絵の具を塗って驚くほ

ど詳細に描いたＩ君。近未来の様子から

似顔絵までプロ並みの画才を発揮したＹ

君。人の絵に手を加えてみたり、人に手

を加えてもらいながら、作り上げた合作

の世界です。

一年の総決算　各事業より一年の総決算　各事業より
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　今月もゆっくりとそして時には厳しく？講座が行われま
した。アンガージュマンの就労支援講座は座学あり、現場
あり、バラエティに富んだプログラムを用意してあなたを
お待ちしております。本格的に取り組む気概も気合も全く

必要ありません。軽い気持ちで始めてみてはいかがでしょ
うか。まずはフリースペースへお越し下さい。そして雰囲
気を感じて下さい。あなたの未来へキックオフ！！

就労支援講座･キックオフプロジェクト
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↑看板ができました！！

←秋の大収穫祭の様子

　11月１～3日、11日、15日と5日間にわた

って山形物産市が開催されました。1～3日

はドブ板バザールにて。人気の第7艦隊バ

ンド(米海軍)の演奏を脇に従えての野菜の

販売。販売体験ついでにイベントを見に来

るのもいかが？

　11日は上町の定例の市です。よく売れま

す。秋は果物も盛り沢山、楽しいです。

　15日は横浜国立大学で宣伝を兼ねて販売

をしました。ホームカミングデーというこ

とで、大学のOBとOGが集まりました。CLCA

と一緒に活動紹介をしました。

　16日は武蔵溝ノ口のフリーマーケットで

の販売を予定しておりましたが、雨のため

残念ながら中止になりました。
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