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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

2009年　1月のアンガージュマンの予定2009年　1月のアンガージュマンの予定
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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
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(予定)
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12:00昼食会(300円)
pm乗馬講座

amアクセサリ講座
12:00昼食会(300円)
pm藤野さんと話そう
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am詩を作ろう
12:00昼食会(300円)
pmラッピング講座
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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

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ラッピング講座

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

新年のあいさつ

※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)
pmはるかぜ講座

am農業体験(長井)

am農業体験(長井)
pmホビー

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２８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。

※　　　※

※　　　※

※　　　※

※　　　※

※　　　※

2/131302928

クリスマス会大盛況

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

※

猿島で芋煮会

その中に みんながいるその中に みんながいる

♪Oh  アンガージュマン

　

　新年明けましておめでとうござ

います。

　本年も良き年でありますよう、

皆様方と共に歩みたいと思います。

　昨年は食に関する事件が多発し

偽装や異物混入等、実に不快な年

となりました。後半は米国から発

した金融危機が日本経済に大きく

影響し、年末にかけて倒産そして

解雇問題と政治状況もままならぬ

中、不安ばかりの年でした。

　そんな中、昨年１２月２３日の

クリスマス会は多くの参加者で盛

り上がりました。若者たちが作っ

た♪Ｏｈアンガージュマン♪(歌

詞は次々頁参照)や２００９年度

版カレンダーとクリスマスケーキ、

圧巻は村長(Murata)の♯古いラジ

カセ♯弾き語りとKumagaiピアノ

演奏♭エリーゼのために等♭。一

方大人たちも元気、高比良ファミ

リーの演奏(ヘイジュード)、クロ

スさんのサイモンセッズ、宮原さ

んの気楽なヨガ、川口さん等の大

判絵本読み聞かせ、田中さん(ネ

クスト)の"もーしと仲間たち"の

♪ハッピークリスマス♪楽しく和

やか。参加者も出演者もありのま

ま、互いに認め合う信頼と安心の

高い一時でした。藤野さんにも感

謝です。終わりには商店街にケー

キのプレゼントをして回りました。

　｢自立｣とは｢自己責任｣、お偉い

方々は下々に対して笑顔で発言し

ておりますが、経済格差が生活を

脅かし、養育・教育・就労･介護

などの家庭環境を破壊しています。

『健康で文化的な最低限度の生活

を営む権利を有する』、かの明文

は姿形もなく粉々に打ち砕かれて

しまったと考えるのは、法人閑居

の戯言とお笑いください。

　不登校・ひきこもり・ニート・

派遣社員・フリーター、若者たち

の前に立ちはだかる社会風景は何

となくボヤケています。そこにあ

るのは若者たちの信頼に足る社会

ではなく、若者たちを捨て去り裏

切る社会、自己責任という名の無

責任社会です。｢夢は持てない!｣ 

｢未来は語れない!｣｢信頼と愛は捨

てよう!｣ってガード下の立ち飲み

屋で吠える中高年！若者との世界

を共有できない歯がゆさの表れが

そこにあります。

　"生きているそれだけで祝福さ

れる"との西野博之氏(川崎市たま

りば理事長)の言葉を噛みしめた

い。生きることは"命のリレー"、

命を紡ぐこと。そこには人と人と

の共同作業があります。若者たち

が作詞した"Ｏｈアンガージュマ

ン"の歌詞では

♪Ｏｈ　アンガージュマン

　その中にみんながいる

　Ｏｈ　アンガージュマン

　夢をこの手でつかもう♪

と高らかに歌います。不登校・ひ

きこもりの若者たちは生きること

を諦めていません。人と人とのつ

ながりの中に自分の未来と社会参

加を描いています。大人たちが子

どもや若者の多様なモデルとなる

ために、今年も元気でゆるーいア

ンガージュマンがそこにあります。

親御さんも親の会を含めて足を運

ぶ年にしてください。

　アンガージュマンに通う子ども

や若者が１０１人(４月から１２

月２４日現在)、昨年１２月２６

日をもって法人認証満５年が経過

し、６年目に入りました。

　今年もよろしくお願い申し上げ

ます。

ＮＰＯ法人

 アンガージュマン・よこすか

　理事長 滝田衛　スタッフ一同

子どもたち
　・若者たちとともに

　今年はどんな年になるでしょう。今から

楽しみに心躍ります。子供たちや若者たち

が生き生きと暮らせる世の中になるといい

なぁと思います。とはいってもアンガージ

ュマンスタイルはゆるくてノンビリするの

が持ち味。スタッフ一同も心新たにゆった

りと仕事に取り組むことが出来たら理想的

です。どうぞ本年も暖かいご支援と厳しい

ご指導をいただきますようよろしくお願い

申し上げます。　　　　　　　(島田徳隆)

※       ※

※       ※

※

※

生きることをあきらめない

猿島で芋煮会
１月４日は猿島で芋煮会を行い

ます。お餅やおせち料理に飽き

た方はぜひお越しください。採

算度外視(?)で山形のサトイモ

を使いますので絶品間違いなし

・・・・



�新年明けましておめでとうございます。

　平成２１年１月の「ネクスト」は、４７名の生徒と

１７名の講師でスタートします。

大学受験や高卒認定を目指している生徒と高校受験生

が２分の１ほどです。高校受験対策の冬期講習（全３

０時間）も予定通り進行中です。将来の可能性を無限

に秘めた子どもたちだからこそ、自分の進路（行きた

い学校）は自分で納得できる道（学校）を選んで欲し

いものです。子どもたちは、模索しながらも確実に前

に進んでいます。講師たちは、学びを通して子どもた

ちの歩みのサポート役を務めてまいります。これも保

護者の方々のご理解とご支援あってのことと感謝して

おります。

　本年もよろしくお願い申し上げます。

　　　１１月よりリフォーム計画実施中
　１２月のはるかぜ書店は前の月より始めました店内リフォ

ーム計画を本格的に実行に移し始めました。

　まずは、レジ周りのためのベニヤを買いに行きながら、行

った先にてベニヤを切ってもらって来たら、あばうとの子供

たちと研修生たちの力を借りてターコイズブルーとブラウン

のペンキにペットボトルで水を汲みペンキを薄めたものを使

い、ベニヤに色付け作業を開始。　

　ベニヤを最初に日曜大工用の両面テープで貼り付けようと

したところ、すぐにベニヤの重さに耐えられないのか、「コ

トッ」と言う音と共に剥がれ落ちてしまいました。

　ここでいい知恵は無いものかと、支援者の方（大畑さん）

に力を借りてベニヤを貼り付けるのに成功！！

　そして、レジ周りのリフォームはひとまず完成しました。

　これから、徐々に店内が変化していきますので、気になる

方は、一度来店されて見るのもいいですネ！！

スタッフ研修生共々、笑顔でお待ちいたします。

�かながわボランタリー活動推進基金２１を受けて

今年度はＮＰＯ等スタッフ研修会を行いました。横

浜の県立青少年センター別館にて連続３回の講座。

　第一回目はスタッフのメンタルケアーについて浜

田さんに講師をお願いし、アンガージュマンでの取

り組みを中心に話をしていただきました。第二回目

は為崎さんにコミュニティビジネスについて話をし

ていただきました。県のコミュニティビジネス創出

支援委員会のメンバー５名も加わり活発な議論を展

開いたしました。第三回目は二回目を受けて為崎さ

んにコーディネートをしていただきはるかぜ書店の

現状について書店員を交えて話し合いました。

　三回とも参加者が少なかったこともありますが、

濃密な議論と話が出来たと好評でした。ＮＰＯ運営

について最重要課題は運営資金の確保とスタッフの

育成とのおおよその結論に達しました。

　ＮＰＯのレベルアップを目指し来年度はさらに継

続的な研修会を企画しようと思います。

�１２月２日に神奈川中小企業センターでＮＰＯ法

人まちづくり情報センターかながわの主催する連続

講座「商店街とＮＰＯとの協働」に講師として理事

長の森さんと一緒に呼ばれました。普段アンガー

ジュマンの関係では接することの少ないビジネスマ

ンが多く参加していたようです。商盛会と私たちは

もはやあえて協働というまでもない関係が築き上げ

られており、ごく自然な感があります。改めて見直

してみると(少なくとも)県内のＮＰＯ法人では稀有

なケースのようです。

　ただ私たちも商店街の一員であるわけで、「一商

店」としての自覚（というと大げさですが)と商店

街活動の一端を担えるかどうか、そしてこれを肩肘

張らずに出来るかどうか、が秘訣といえるでしょう。

　一月はまず賀詞交歓会があります。大いに交歓し

たいと考えております(笑）。

　今年も町を盛り上げますので、どうぞイベントな

どの折には足をお運び下さいませ。

はるかぜ書店はるかぜ書店はるかぜ書店

上町商盛会上町商盛会

本年もどうぞよろしく本年もどうぞよろしく
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　　　　　　　神奈川県の商工労働部商業

　　　　　　観光流通課の主催するフォー

　　　　　　ラムに行ってきました。農家

　　　　　　と販売業者と消費者団体が集

　　　　　　まり、ざっくばらんな意見交

換が行われました。

　私たちは山形と横須賀の農家との付き合

いが深いのですが、抱えている課題と問題

意識は共通です。特に安全で安心な農作物

を食べるということは最も重要なことでは

ないでしょうか。フードマイレージとかユ

ニバーサルアクセスといったことも考えら

れ始めてきましたが、まずは自分達で出来

ることから始めてみようと思います。

　本年も農業体験と農産物の販売を地道に

継続しつつ、農家の方々との熱い交流を一

層深めていきたいと思います。
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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
　渋谷は代々木公園で毎月開催されているアースデイマーケットに行ってきました。山形県新規就農者ネ

ットワークが出店しており、牧野さんと松藤さんに誘われたのでフラリと見学をしたのですが、場所柄と

企画のおかげか、若者の多いこと！普段私たちが出店するとまずは｢妙齢｣の女性が集まってくるものなの

ですが。また、わりとゆったりとマッタリした雰囲気も私にとっては心地よかったかも。見てるとつい火

がついてしまい、うっかり手伝う羽目に。私の売り子姿はどうみても農家ではありませんし、分からない

ことを聞かれると二人(と牧野妻)に振っていたので、お客様はどう感じたことか…。売上は今ひとつだっ

たようですが、これは時期的なせい(寒い)もあるのかもしれませんね。

　しかしながら、こんな雰囲気の市はいいかも！と思いました。ロハスとか環境を強く謳うのは好みでは

ありませんし、安全・安心を強く謳うあまり、美しくも美味しくもない食を提供するのも好みではありま

せん。安全で元気な野菜は美しくて美味しいのです。一歩進んで豊かな食文化を追求したいと思ってはい

ますが、どうしてもＢ級グルメも捨てがたい！あぁ、一体どうしたらいいのか！？

　そんな下らない悩みを抱きながら、今年も一年過ごすのでしょう。どうぞ皆さん、そんな私を暖かい目

で見てやって下さいね。本年もよろしくお願いいたします。楽しく、ゆっくりといきましょう。
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Ｏｈ　アンガージュマン

作詞子どもたち・作曲Ｔａｋｋｅｙ
作詞総編集 石井雄介
(原作詞:岸川･神永･石渡･熊谷･大井)

今日は楽しいクリスマス
そろそろみんなも集まってくる頃
みんながソワソワしてる
みんながザワザワしてる

好きな言葉は「こんにちは」
坂を登っていくと
上町商店街が迎えてくれる
僕たちの大切な場所

Oh アンガージュマン
その中にそこはある
Oh アンガージュマン
夢に向かって歩こう

今年はいいクリスマスになりそう
だってみんなと過ごせるから

日本の楽しいクリスマス
キリストの三女も日本じゃお祭り
みんなでワイワイ騒ぐ
みんなでサンタにからむ

好きなケーキは「チョコレート」
坂を登っていくとクリスマスソングが迎えてくれる
僕たちもノリノリの音楽

Oh アンガージュマン
その中にケーキはある
Oh アンガージュマン
うまいケーキを食べよう

今年はいいクリスマスになりそう
だってみんなと過ごせるから

Oh アンガージュマン
その中にみんながいる
Oh アンガージュマン
夢をこの手で掴もう
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その中にケーキはある
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うまいケーキを食べよう
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その中にみんながいる
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ＮＰＯ等スタッフ研修会を実施しましたＮＰＯ等スタッフ研修会を実施しました
12/4,12,1912/4,12,19

しまだ

�小田原のＣＬＣＡへ行ってきました！一泊二日でした

が古民家(若者自立塾市間寮)を満喫しました。薪をくべ

ながら風呂を沸かし、ご飯を炊きました。ご飯の美味し

いこと！これならどんなお米でも美味しく炊けることは

間違いありません。

　あいにくの　　　　　　　　　　　　　雨でしたから

農作業は出来　　　　　　　　　　　　　ず、みかんの

袋詰め作業を　　　　　　　　　　　　　しました。広

間でCLCAとアンガージュマンの若者たちが黙々と作業に

取り組んでいる姿は現代の生活か

ら想像がつかないような雰囲気を

出していました。またお邪魔した

いと考えております。

農業体験会inCLCA農業体験会inCLCA
12/9～1012/9～10

しまだ
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