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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　5月のアンガージュマンの予定2009年　5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ヨガ
　あばうと
　ミーティング!
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
pmヨガ
　ミーティング!
pmヨガ講座

am英会話
pm販売士
(キックオフ
　全員集合!)

am英会話
pmヨガ
はるかぜ研修生
　　集合の時間

am～pmあばうとを
　　　○○する！
12:00昼食会(300円)

amPC講座
12:00昼食会(300円)
pmカラオケ(約300円)

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ワークtoday
(笠井さんの話を
　　　　聞こう)

amあばうとを満喫！
12:00昼食会(300円)
pmカラオケ(約300円)
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am英語講座
pmカラオケ
　(費用250円)

am英語講座
pm卓球
　orバドミントン

pm卓球
　orバドミントン

pmラッピング講座卓球
　orバドミントン

amはるかぜ書店
　　読み聞かせ
pm読み聞かせ講座アクセサリ講座

am～pmあばうとを
　　　××する！

am漢字講座
pm皆で考えよう？
＆はるかぜ研修生
　ミーティング

am漢字講座
pmコラージュ

amまったり
pmクイズ！！

am漢字講座
pmコラージュ

※は閉室の印ですが
事業により行います
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am農業体験(長井)
pmあばうと語り場!
　＆上町を掃こう!!

pmあばうと語り場!
　＆上町を掃く!!

am農業体験(長井)
pmあばうと語り場!
　＆上町を掃け!!

社会見学(場所未定)
｢新緑を楽しむ♪｣

am農業体験(長井)

※　　　※

※　　　※

※　　　※

※　　　※

※　　　※
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はるかぜ書店「４年目」を迎えてはるかぜ書店「４年目」を迎えて

　はるかぜ書店はこの春、営業開

始より4年目に突入いたします。

商売に関しては素人ばかり。しか

も、元ひきこもりの人が、接客!?

と一抹の不安と共に見守っていた

だきながらも、なんとか続けてこ

られたことを嬉しく思っています。

　ひきこもり経験のある人の多く

は『人と接するのが苦手』。それ

なのにお店には毎日『お客さん』

がやってきます。そして、はるか

ぜ書店には明確な接客マニュアル

はありません。もちろん親切・丁

寧に、ということは心がけますが、

そのつど自分の中にある言葉で対

応しなくてはなりません。

　商店街の中にある、地域に密着

した書店ですから、お客様とはお

会計の際などに「今日は暖かいで

すねー」なんて天気の話題や、お

買い上げいただいた本のことなど

で、お話しすることも度々です。

それには、決められたとおりに決

められたことを言うこととは違っ

た難しさがあります。けれど、そ

うしていくことによって、お客様

からの「ありがとう」を単なる

『店員』ではなく『店員である自

分』に対する言葉だと受け止める

ことができるのです。

　物を買うということは、お金と

物を交換する、ということ。しか

しその前提としてこの店なら正し

い品物、ちゃんとしたサービスが

受けられるという『信頼』がなけ

ればなりません。

　つまり、本が1冊売れるたび私

達は、初めは見ず知らずの他人

だった相手から信頼されたという

実感を得るのです。家族や教師、

身近なアンガージュマンスタッフ

からではなく、他人であるお客さ

んから、この社会の一員としての

自分が信頼されること。それは

『接客』というサービスに対する、

大きな利益ではないでしょうか？

そして、信頼を得たことにより、

　　　　　　　　(次頁に続く)

　夜回り先生こと水谷修さんが横須賀に再

びやって来ます。横須賀中央ライオンズク

ラブ主催の講演会ですが、ありがたいこと

に書籍の販売を任されることになりました。

詳細は同封のチラシをご覧下さい。

　講演会での書籍販売は書店にとっては余

りにもありがたいことですが(笑)、何とい

っても普段のはるかぜ書店では経験できな

いような接客の研修の場にもなります。

　ぜひ講演会等の機会がありましたら声を

おかけ下さい。首都圏ならどこへでも伺い

ます。よろしくお願いします。(島田徳隆)

※　　　

　　　　 ※　　　 ※

さかのうへのたはごと　　皐月　　島田徳隆さかのうへのたはごと　　皐月　　島田徳隆
　早朝のＦＭから８０年代のポップスが流れている。子どもの頃を思い出すと恥ずかしいのでやめたいと

ころだが、脳みそがいつにも増して変な状態になっているので(徹夜ってことです)、口ずさみながら記事

を書いたりしている。ちょっとセンチメンタルになったりして…。

　「たはごと」などという題の文に書くのは少しばかり気が引けるが、上町商盛会の前理事長の宮原さん

が突然亡くなってから一年が経った。改めて言うまでもないが、アンガージュマンは開設してから商店街

や個々の商店とのつながりが深い。これはひとえに宮原さんの力に依るところが大きかった。スタッフだ

けでなく、来ている若者たち一人ひとりに実に温かくそして厳しい目で見てくれていた。石井さんが書い

ているように、はるかぜ書店は商売の素人ばかりで開店した。そして、アンガージュマンのスタッフも全

員商売に関しては(前代表を除いて)同様だ。商店街を代表して宮原さんがアンガージュマンにメッセージ

を常に発信してくれた。小生意気な若者は彼の最後の言葉に反抗したのであったが、今となっては心に深

く刻まれている。そして、それはこれから来るであろう若者たちに伝えていかなければならない。それが

アンガージュマンの財産でもあるからだ。世のお父さんお母さん方、若者たちは皆さんのメッセージを受

け取る土壌は出来ている。ちょっぴり生意気かもしれないけど…、温かく厳しく見守って欲しい。

店長の言葉を心して聞け！！店長の言葉を心して聞け！！

せ、接客！？ 信頼されるということ

ママと子の絵本の情報交換会

※       ※

今月の予定
　毎週月曜日はみんなでアンガージュマンに

ついて語り合おう！スタッフもあばう

ともキックオフもみんなで話す会。

そして…これから利用しようという人、

大大大歓迎！！

　　　　山形物産市 ２～４ どぶ板バザール

　　　　　　　　　 １１　はるかぜ書店前

　　　　　　社会見学　２２

　　　　　　ＤＡＤＢＢＱ ２４ みんな来ること

          アンガージュマン通常総会　２９

山形物産市
　(どぶ板バザール)

キックオフ　　　キックオフ　

amは10:30 pmは13:00

山形物産市
　(どぶ板バザール)

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

キックオフ

※
11:00
ＤＡＤＢＢＱ
(うみかぜ公園)

通常総会
19:00～21:00

通常総会
19:00～21:00



１．神奈川県教育委員会とＮＰＯ　

　　との協働事業として

不登校の子ども一人ひとりに合った

学習支援を個別に行うこと、基礎学

力の定着を図ることが大切であると

いう趣旨のもと「スモールステップ

学習支援事業」に取り組みます。具

体的には、不登校の子どもの個別学

習教材を作成します。４月１５日、

教科英語で正式に委託を受けること

になりました。既に、専任講師の池

田宏子・沢木邦子を中心に問題作成

に取り掛かっています。分かりやす

いこと、できたという達成感がもて

るプリント教材です。市販の問題集

とは一味違う、こんな教材があった

らいいなあと願っていたこと、その

思いを具体化していきます。ですか

ら、不登校の子に限らずどの子にも

使えると思いますので、ご期待くだ

さい。

２．文部科学省の委託事業として

　テーマ「学習困難な子どもへのＮ

ＰＯにおける教授法改善による学習

効果」に取り組みます。このテーマ

に関しては、学習困難な子どもの実

情や状況等の共通理解を必要とする

ため、各分野の専門家やその立場の

方も含め研究会（精神科医・臨床心

理士・学校・教育委員会関係者等）

を持ちます。集団における一斉授業

の中で困難を感じる子も、こんな工

夫があればわかる、できる、そんな

教授法の開発を目指しています。講

演会なども予定していますので、そ

の折は会員の皆様も是非ご参加くだ

さい。　　　　　　　（山川幸子）

　民主主義社会、市民社会は市民が主人公。私たち

市民は税金を払って安全と安心を行政に委託したの

です。市民サービスという表現が使われて久しいの

ですが、市民社会の安心と安全には困難が立ちふさ

がっています。

　本法人が取り組む不登校・ひきこもりは、市民社

会の今日的社会課題の一つです。本人や親御さんに

とっては待ったなしの問題です。行政でいえば教育

や福祉や青少年政策が取り組む課題ですが、実態は

置き去りにされた感が否めません。

　「置き去りに」の表現は行政人からは反論がある

はずです。不登校は教育委員会が、ひきこもりは保

健所や青少年課が取り組んでいますから。しかし相

談に来ない、学校へ復帰しない、社会に出ない人た

ちがまだまだ沢山います。横須賀市で試算しても、

ここ数年間、不登校小中高校生で約１５００人、

ニート・ひきこもりで約５０００人がカウントされ

ると考えます。本法人も５年間毎年１００人以上に

関わってきました。

　

　特定非営利活動法人（ＮＰＯ）は、自発的で課題

解決・創造提案型の活動体です。行政を補完するの

ではなく、市民社会のニーズを見える形で解決し来

るべき市民社会を創造する法人です。

　元々はボランティア団体"未来"としてまじめに取

り組み、結果として行政を補完しました。今日、行

政は情報提供や相談ケアー等を高めましたが、解決

策を含め当事者や保護者に届かない課題があります。

"個性尊重""多様な生き方"との言葉が語られる市民

社会となりました。しかし「一律の学びの学校」

「競争と自己責任の学校や社会」「企業論理の効率

と利益優先の社会」などに不安や疑問を抱く青少年

がいて、先の言葉が空空しい限りです。

　不登校・ひきこもりの青少年は市民社会の警鐘で

す。「心を癒して現状に復帰？」とは本法人は考え

ません。本法人の活動を通じて新たな市民社会や地

域づくりが真の意味での青少年の癒しであり、青少

年が未来に希望を抱くことができるのです。本法人

は「新たな学び」「一人ひとりのペースで学べる学

校、生きられる会社」「人間的で環境や健康を優先

できる社会」を創造したいのです。このミッション

の具体化に本法人は進んでいます。当事者や親御さ

んのみならず多くの市民の参加を願っています。

　５月２９日（金）午後７時、２００９年度総会で

す。会員の手続きを済ませていただき、ぜひお集ま

りください。ワイワイガヤガヤと本音トークで法人

を高めましょう。　　　　　　　　　　（滝田衛）

あばうとあばうと
すけがわ

　朝やってきて伊藤さんと大崎さん

と、部屋の用意を整えるとＫ君やＩ

君がやってきます。Ｋ君はしばらく

小説、「グレート・ギャツビー」を

読み、Ｉ君はＰＳＰを始めます。Ｓ

さんは、やってきてノートを開いて

数学の問題を解いています。Ｋ君と

Ｉ君は今度は、ＰＣで「改造マリ

オ」のゲームをしています。Ｎさん

は、小説「デルトラクエスト」に夢

中です。

 また水曜日のお昼には、皆で、三

浦さんの指導のもと料理をつくりま

す。お肉を刻んだり、野菜の皮をむ

いたり、刻んだりして炒めます。カ

レーライスやハンバーグ、親子どん

ぶり、中華丼、毎週みんなで楽しく

やってます。Ａ君がこの日は、特に

頑張ってくれます。

　最近は上級者向け、1000ピースの

パズルがあばうとにやってきて、み

んな熱心に取り組んでいます。島田

さんも時間を見ては解いてます。Ｓ

さん、Ｋさん、Ｍ君、Ｉ君も熱心に

取り組んでいます。でもまだ半分ほ

どしか完成してません。この号が出

るころにはどこまで完成しているで

しょうか。

　Ｓ君とは良くロックについて語り

合います。彼のおかげで大分、私も

いろいろな音楽を聴くようになりま

した。Ｒ君は、Ｋ君、Ｉ君と一緒に

ＰＣゲームをしたり、豊富な知識と

バラエティに富んだキャラクターで

みんなを楽しませてくれます。僕の

お気に入りは「おねぇキャラ」です

色々な人がいて、時には、意見が合

わないこともあるけど、そんなこん

なで、みんなと楽しく過ごしていま

す。

　4月の昼食作りにはたくさんの

お手伝い参加がありました。

ワイワイ、ガヤガヤ、楽しいで

す。調理にかかわった分だけ，

食材や食事がちょっと気になる

存在になると思います。

毎回季節感を取り入れたメニュ

－を！

みんなで作りましょう！
みうら

あばうとの日常あばうとの日常
　はじめまして。横須賀明光高校の社会

科教諭をしています大﨑です。高１の娘

と中１の息子の子育てで、毎日、色々と

悩んで奮闘している１人の母親でもあり

ます。今度１年間、アンガージュマンで

研修させていただきますが、これまで、

学校現場以外は経験がありませんので、

色々とカルチャーショックがありそうで

す。基本的に人と接するのが好きで、性

格的にはせっかちで大雑把な方だと思い

ます。体を動かすのが好きで、今はヨガ

にはまっています。心も体も柔軟になれ

る気がします。趣味は旅に出ることです。

暇があれば、ふらっとどこかへ行ってみ

たい衝動に駆りたてられます。こんな私

ですが、１年間宜しくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　(大﨑里恵子)

平成２１年度の２大事業
　～子どもの未来は、平等に開かれ、教育を受ける機会も
　　平等にある。そして、一人ひとりの学び方がある～

平成２１年度の２大事業
　～子どもの未来は、平等に開かれ、教育を受ける機会も
　　平等にある。そして、一人ひとりの学び方がある～

　今年も、商店街に緑のカーテ

ンを掛けます。

　今年は、去年掛かっていない

側にカーテンをかけるために商

盛会理事長森氏と一緒に場所の

長さと置くプランターの数をか

ぞえて回りました。さらに去年

使っていたプランターの土を掘

り返して、ゴーヤの根を取る作

業を頼まれたので、みなさんが

手伝ってくれると助かるんだけ

ど・・・　

　もし上町に来ることがありま

したら、緑のカーテンを見て回

るのもいいかもしれませんね。

会員の皆様へお願い(総会のご案内・会員の更新)
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緑のカーテン
　　準備中
　　　　　孫の手より

緑のカーテン
　　準備中
　　　　　孫の手より

総会のご案内については別紙ご参照下さい総会のご案内については別紙ご参照下さい

(前頁より)

『信頼されるに足る自分』を知る

ことは、ひきこもっていた人がよ

り深く積極的に社会と関わってい

くための、大きな力になるのでは

と感じています。

　本を購入していただくと、売上

が運営資金の一部となるのはもち

ろんですが、なにより、研修生が

実際に作業を体験する機会を増や

すことになります。会員・支援者

のみなさまには、よりいっそう

「はるかぜ書店」をご利用頂きま

すよう、お願いいたします。

　　(はるかぜ書店　石井利衣子)

　今月のはるかぜ書店は、新たに

始めたママと子のための絵本情報

ＮＰＯは会員(社員)がつくる―第２弾―ＮＰＯは会員(社員)がつくる―第２弾―

ＮＰＯの自発的で創造的な活動が市民社会に喝！ＮＰＯの自発的で創造的な活動が市民社会に喝！

ＮＥＷフェイス　紹介！ＮＥＷフェイス　紹介！

ネクストネクスト

水曜日の食堂風景

いとう

ゴ
ー
ヤ
の
種

玉ネギ収穫間近！

ダンプのお世話

交換会の模様をお伝えします。

　この会に申し込まれた方は3組

の親子で、まずはそれぞれの自己

紹介か始めて、「はらぺこあおむ

し」・「くろくんとふしぎなとも

だち」等を読み聞かせをやってみ

たり子供達はヨガ講座の講師でも

ある、宮原氏との会話の中で本か

ら選んだ動物の鳴き声のマネをし

て楽しそうにしてました。

　そして、お茶を飲みながらお母

さん方と宮原氏は、子どもに読ん

であげたい絵本について情報交換

してましたよ。小さなお子様がい

る方は、お友達同士で情報交換し

てみてはいかがですか？

　いい絵本とめぐり合う事が出来

るかしれませんよ！！

ママと子の絵本の情報交換会

いしかわ
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