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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　6月のアンガージュマンの予定2009年　6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上町を
　　　○○する！
あばうと
　ミーティング!

am英会話
pmヨガ
　あばうと
　ミーティング!
上町を
　　　○○する！

am～pm上町を
　　　○○する！
pmあばうと
ミーティング!

am～pm上町を
　　　○○する！
pm2:00ヨガ
あばうと
　ミーティング!

am～pm上町を
　　　○○する！
pmはるかぜ研修生
　　集合の時間

am～pm上町を
　　　○○する！
12:00昼食会(300円)
pmカラオケ(約300円)

am上町を
　　　○○する！
12:00昼食会(300円)
pm乗馬講座

am～pm上町を
　　　○○する！
12:00昼食会(300円)
pmワークtoday
(笠井さんの話を
　　　　聞こう)

am～pm上町を
　　　○○する！
12:00昼食会(300円)

am～pm上町を
　　　○○する！
12:00昼食会(300円)
pmカラオケ(約300円)

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

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

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

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

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～pm上町を
　　　○○する！

am～pm上町を
　　　○○する！
pm2:00ラッピング

amアクセサリ講座
pm卓球
　orバドミントン
am～pm上町を
　　　○○する！

am～pm上町を
　　　○○する！
pm読み聞かせ講座
卓球
　orバドミントン

am～pm上町を
　　　○○する！
pm卓球
　orバドミントン

pm絵を描こう
＆はるかぜ研修生
　ミーティング
＆サッカー

am漢字講座
pmはるかぜ研修生
pmサッカーミーティング

am～pm上町を
　　　○○する！
＆サッカー

am～pm上町を
　　　○○する！
＆サッカー

am～pm上町を
　　　○○する！
＆サッカー

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

am農業体験(長井)
pmあばうと語り場!
　＆上町を
　　　○○する！

am農業体験(長井)
pmあばうと語り場!
　＆上町を掃け!!

am農業体験(長井)
社会見学(場所未定)
｢新緑を楽しむ♪｣

am～pm上町を
　　　○○する！

※　　　※

※　　　※

※　　　※

※　　　※

※　　　※
7/57/47/37/27/1

アンガージュマンと上町商盛会の新たな挑戦アンガージュマンと上町商盛会の新たな挑戦

　アンガージュマンが設立して６

年目を迎えたことは４月発行の通

信に伝えた。本来の業務である子

どもたち・若者たちへの寄り添い

は変わらず続いている。加えて地

元上町商盛会との繋がりも変わら

ず続いている…正確にいうならば、

より一層強固な結びつきで。

　個々の商店は営利組織であるが、

商店街という組織になるとその活

動は非営利組織そのものである。

私たちの６年間の非営利組織運営

のノウハウは商店街の活動にも生

きており、また、商店街の活動が

アンガージュマンの運営にも大変

参考になっている。

　商店街は全国的に厳しい状況で

あるが、その中でも東京の戸越銀

座といえば、有名な商店街である。

そこが先日、灯ろう夜市について

聞きに来た。インターネットで検

索をしたらアンガージュマンのブ

ログにたどり着いたそうだ。上町

発のダンボール灯ろうが全国デ

ビューする日も近いかもしれない。

　今年で灯ろう夜市は五回目を迎

える。前年同様、三商店街の合同

で７月１７日に開催される。灯ろ

うに貼る絵の募集も始めたので、

多くの方の作品をお待ちする。そ

して、当日は作品を見るとともに

是非、アンガージュマンに集う子

どもたち・若者たちの活躍にも注

目していただきたい。

　昨年より地球温暖化対策のため

に緑のカーテン(ゴーヤの棚)を始

めた。前年の市の事業から今年は

商店街独自の事業として行う。全

国的にも珍しいだろう。手順がま

まならず、上手く出来ているとい

えないかもしれないが、ちょうど

灯ろう夜市を始めた時を思い出す。

アンガージュマンが総力を挙げて

お手伝いをしている。こちらも是

非、足を運んで見ていただくこと

をお勧めする。　　　(島田徳隆)

　通信を編集作業している間に商店街の役

員から呼び出しがあり、商店街の事務所へ

行ってきた。はるかぜ書店は商店街の真ん

中にあるため、二階に明かりが灯っている

ととても目立つのだ。そして、そんな時は｢

島田さんがいる｣ということが知れてきてし

まった。大先輩達が｢島ちゃん｣と呼んでい

たのが、｢島田さん｣に変化したのは認めら

れてきたことかもしれないが、どうもこそ

ばゆい。と、同時に以前にも増して｢一体何

を頼まれるのか！？｣とドキッとしたりして

…。商盛会総会も無事終了。　(島田徳隆)

さかのうへのたはごと　　水無月　　島田徳隆さかのうへのたはごと　　水無月　　島田徳隆
　美容師の卵のカットモデルになった。最近散髪に無頓着な小生ではあるが、どうせ千円の床屋で切るよ

りは何かの役には立ったほうがよいかと思い、お願いした。美容院に行ったのは１０年ぶりくらいで懐か

しかったが、何よりもどのように切ってもらうか何も考えていなかったので困惑した。そのため、お任せ

で切ってもらおうとしたら、彼が困惑していた。そこで美容室に通っていた当時に流行していた髪形にし

てもらおうと思い、８０～９０年代のダサい髪型にするよう頼むと、知らないようで余計に困惑させた。

　小生としては１０代の頃など恥ずかしくてとても思い出したくもないし、世間的にも当時の流行という

のはあまり復活していないようで、そのことからもこっ恥ずかしい時代と想像することは難くない。た

だ、最近は何となく懐かしいので恥を忍び、当時の音楽を秘かに聴いたりもしているのだ。

　さて、髪型は最近の流行のカタログを見ながら選び、何となく当時のものに近づけることにした。緊張

しながら切ってくれたのであるが、中々気に入ったものに仕上がった。最後に先生の指導があったので、

厳しくご指導いただくようお願いした。彼が先生くらいになる頃にはきっと小生の髪型も自在に調えてく

れることだろう、と今から期待している。と書きながら、実はブルースが大好きな私としてはポマード

ベッタリの七三分けにしてもらいたかった、という希望もあったりして…。時代錯誤には変わりないか♪

アンガージュマンと上町商盛会

ママと子の絵本の情報交換会

今月の予定
　あばうとミーティングはみんななで話す会。

そして…これから利用しようという人、

参加は大歓迎！！

　今月よりゴーヤのネット張りと灯ろ

う作りが本格的になります…お手伝い募集！

　　　　山形物産市   １１　はるかぜ書店前

　　　　　さくらんぼ ２６　はるかぜ書店前

　　　　　　　 遠足　１９　場所･費用未定

　　　　　　ハートフルフォーラム   ２４

          アンガージュマン親の会    １４

開始の目安
amは10:30 pmは13:30

キックオフ

  1   2   3   4

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

山形さくらんぼまつり
　(はるかぜ書店前)

灯ろう夜市、始動

好評です、緑のカーテン

　1:00
アンガージュマン
　親の会

※

2:30ウィル･未来
　　･ＤＡＤ 

キックオフ

  ハートフル
  フォーラム
(不登校相談会)

遠足
(場所･費用
　未定)

※　　　※



　Ｄａｄ（父親の会）の呼びかけに答えて、

５月２４日の午後、今年は２５人が集まりまし

た。子どもたちも７人来て、楽しいひと時を過

ごしました。勝手なおしゃべりと食べ物飲み物を

口に運びながら、午後の一時を自由に過ごしました。まったりと

勝手に。ありがとうございました。

　３つの自助グループは従来どおり活動しますが、６年目を迎え

たアンガージュマン・よこすかは利用している子どもや若者の

「親の会」を始めます。自助グループも時間差で開催し、相互に

交流を始めたいと思います。子どもの不登校・ひきこもり・学習

等の不安を語りながら、親の心配を共有し互いに安心を作ってい

きたいと思います。

  アンガージュマン親の会　

１．日時：６月１４日（日）午後１時～２時３０分

２．内容：①不登校から考えること　

　　 　　 ②ひきこもりからの旅立ち　

　　 　　 ③学びの道筋と可能性　

３．参加対象：アンガージュマンの"あばうと""ネクスト""キック

　　　　　　　オフ"利用者の両親　

４．参加費：無料、利用している親御さんは必ずご参加ください

５．その他：終了後、自助グループの定例会にご参加ください

      　　　①ボランティアグループ・未来（不登校・高校中退

　　　　　　　者を支援する親の会）

　　　　　　②ウィル・よこすか（ひきこもりの親の会）

　　　　　　③Ｄａｄ（ダッド　父親の会）

　　　　　　　　※午後２時３０分～５時

　先月の大﨑さんに引き続き、NEWフェイスの登場とい

うこと…にしたいのですが、実は厳密に言うとNEWフェ

イスではありません。今年度よりネクストの学習のみな

らず諸々の業務をも担って下さいます。改めて自己紹介

などをお願いしてみました。以下、お読み下さい！

　ネクスト講師４年目になる、池田宏子です。好きなこ

とは、トコトコ歩くことです。

　目的地を決め、地図をしっか

り頭に入れて出発、或いは、あ

てもなく、知らない道をただ歩

いていく、何も考えず、目にはいる珍しいものを、眺め

たり、ぱっと広がる景色に感嘆したり。２～３時間して

家に戻る頃は、心も頭もすっきりします。気分転換だけ

でなく、脳の活性化にも役立ちそうです。というわけで、

アンガージュマンの中を、いつも、うろうろ、歩きま

わっています。

　ネクストでは、ゆっくり、あるいは、のんびりと勉強

した次の授業は、おしせまった目標にまっしぐら。ある

いは、叱咤激励したり、又、じっくり丁寧に勉強したり

と、いろいろ変わる状況に、しっかり適応できるのも、

この気分転換のおかげでしょうか。毎日、とても楽しく

皆さんと勉強しています。よろしく、お願いします。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（池田宏子）

　ネクスト英語担当の沢木です。普段は、脳ミソの８割

を、愛犬が占めていますが、アンガでは、勿論、違いま

す！

　目下、池田先生とともに、スモールステップ学習支援

事業の教材作り中ですが、問題山積、時に、ボー然とし

　　　　　　　　　　　　ています。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　学生時代は（今も）勉強嫌

　　　　　　　　　　　　い、確か、中学時代、英語は

３か４でした。もしかしたら、今が、生涯で一番、勉強

しているかもしれません。（？）でも、洋画大好きに

なって、英語も好きになりました。

　今、英語嫌いな人も、とっかかりは、映画でも、ス

ポーツでも、音楽でも、何でもいい、興味の糸口を一緒

にみつけていくのが、役目かな、と思っています。

　どうぞ、よろしくお願いします。　　　（沢木邦子）

学習サポート・ネクストのページ学習サポート・ネクストのページ

　５月の孫の手は、駐車場の草むし

りと文化会館までの運搬作業を行な

いました。

　駐車場の草むしりは、キックオフ

の人を連れて行きスタッフと一緒に

ひたすら草をむしりました。

　運搬作業は、文化会館で展示会が

あるので、車で近くまで行き依頼の

あったご自宅から人形やガクブチな

どを運び出し、そのあと総合福祉会

館に飾ってある花を取りにいき文化

会館まで運ぶ作業を行ないました。

お仕事承ります
　　　　　孫の手より
お仕事承ります
　　　　　孫の手より

　６月より毎週水曜日のはるか

ぜ書店は、研修生メンバーのみ

でお店をまわすと言う試みを本

格的に始めようと思っています。

　ちなみに、５月1３日に第一回

目をやって見ましたよ！

　書店二階に常駐してい

るスタッフは、一人で心

配して落ち着かずに、一

階と二階を行ったりきた

りとまるで、子供を初めてのお

使いに出した親のように「困っ

てないか」とか…考え始めたら

全然、止まらずにいました。

　午前９時から午後６時までを、

終えた研修生達を家路へと送り

出した、はるかぜスタッフは仕

事に誤りがないかをチェックし

ながら、「まだ、多くのミスは

あるが、頑張ったな。」と安堵

と共に、彼等が共に成長してい

ると感じ取れる有意義な日にな

りました。

      　後日振り返りをした所、

      一日の情報共有が上手くい

      かなかったらしいのでホワ 

      イトボードに伝えるべきこ

      とを紙に書いて貼って掲示

板の様に使う事になりましたよ。

　６月以降の水曜日は、研修生

同士が助け合いながらはるかぜ

書店を切り盛りしている姿を、

見にいらしてくださいね！！

６月から アンガージュマン親の会スタート６月から アンガージュマン親の会スタート

またまた・・・雨！　でも商店街でＢＢＱまたまた・・・雨！　でも商店街でＢＢＱ

ＮＥＷフェイス　紹介！ＮＥＷフェイス　紹介！

いとう

あばうとあばうとすけがわ

　５月は英会話講座で、クロス先生が

材料を持ってきてくれて、メキシコ料

理のタコスを作りました。みんなでト

ルティーヤに思い思いのトッピングを

して、赤サルサをかけて食べました。

日本食にはない刺激的で癖になる辛さ

でした。みんなも辛いものは好きなよ

うで、食が進んで十分なお昼ご飯にな

りました。

　さて６月の「あばうと」では、サッ

カーの参加者を募集しています。簡単

なボール遊びだと思って興味のある方

は、お気軽にご参加ください。時間は

木曜日の４時～６時ごろまでです。

サッカー再開！サッカー再開！
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　・・・ご家庭より・・・

　先月の授業報告書の返信「ご家

庭より～」（ご記入は自由です）

の欄におたよりくださいました方

ありがとうございます。その一部

をご紹介させて頂きます。

・希望する高校に入学でき、毎日

楽しそうに通っております。

・本人がやる気を出して授業を受

け、着実に結果を出してくれるこ

とを望んでいます。

・英検受験のため授業時間は、今

までと同じでよいでしょうか。

・４月から「ネクスト」に通い始

め、学習がきちんと定着している

ようで喜んでいます。これまで英

語の勉強は、断片的なものばかり

でしたが、この調子で時間はか

かっても着実に体系的な学習を進

めていけるよう今後ともお願いし

ます。

　ご感想・ご要望・なんでも結構

です。ご質問については、電話等

でお返事しています。

  ☆初めての試みですが…☆

　子どもたちにとって高校進学は

大きな節目の時期であり、中学３

年の成績が高校受験に大きく関わ

ります。生徒さんの希望する進路

実現に少しでも多くお力添えでき

ることを願って、下記のような対

策授業を設定しました。

　中学３年生対象のテスト対策

  自由参加で授業料無料です。是

非ご参加ください

　日･時 ６月１３日(土)１４:００

～１７：３０（左記の時間内で何

時間でも自由）

　教科 英語・数学・理科（国語・

社会）受講する教科数自由

通常授業で受講していない教科も

ＯＫ

　内容 テスト対策としての過去

問･プリントなどは準備します。

　授業形式 通常の1対１の個別学

習ではありませんが、個々の疑問

点に対応します。

　申し込み 授業報告書の「ご家庭

より」の欄に対策希望の旨ご記入

ください。時間・教科は試験範囲･

時間割がわかってからで結構です。

電話申し込みも可。前日まで。　

　　　　

＊今後、検定試験対策なども考え

ています。

親の
会
親の
会

たきた

やまかわ
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