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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
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書籍・雑誌のご注文は

　　　　　　　はるかぜ書店　まで。

各種専門書の取り寄せもいたします。
講演会等での出張販売も承ります。
　　　　　　　　　スタッフにご相談くださいませ。

TEL　046-804-7883

4日～7日　ネクスト 冬期講習
　　　　8日　フリースペース　スタート！　　　　
　　　　9日　ネクスト 模擬テスト
　　　10日　親の会＆自助グループ

11日　山形物産市 (はるかぜ書店前)

リエゾン団 (山形宅配)
    ミーティング　毎週　水・金　13:30～

　これを書いている今はまだ、2009年なワケですが。今
年も色々ありましたね。…あんなこと、こんなこと。大変
なこともたくさんあった気もしますが、のどもと過ぎれば
なんとやら？　きっとアンガージュマンは2010年も忙しい
年になることでしょう。そんな時も”心を亡くす”ことのな
いように。日常の機微を味わいながら、楽しく充実した
年にできればと思います。
　さあ、新しい年のはじまり。皆さんにとっても、良い年
になりますように！
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集 

後 

記

　本年もお付き合いの程、よろしくお願い申し上げます(アンガージュマン同様本欄も)。さて、今年最初の
たわごとは…ボブ･ディラン来日！！久しぶりの来日なので今から楽しみです。なぜ、私がディランのことを
好きになったのか説明すると長くなるので簡潔に言いますと「よく分からないけど好きになっちゃったの」。
前回の来日は年齢を感じさせないハードなプレイに興奮し、機会あればアメリカに行って聞きたい、と思っ
たくらいでしたが、今回は果たしてどうなんでしょう！？多くのミュージシャンが小金を稼ぎに日本へ来て
テキトーなプレイでお茶を濁している中、期待半分ではありますが、しかし！何を血迷ったかライブハウス
で回りたいとの本人の希望だとかで、東京と大阪と名古屋を回る…そのことからもハードなプレイを予感さ
せてくれます。高齢のお客さんは辛いような気もしますが、そこはさすが客に媚びないスタイルこそまさに
ロックンローラー。昨年に出したアルバムも売れに売れ、意気軒昂。これを読んで興味を持ったあなた！是
非行っておいた方がいいですよ！！ついでに私の分までチケット買ってくれませんか？まだ買ってないの…。
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山形物産市
　(はるかぜ書店前)

2:30 自助グループ
　　ウィル･未来
　　･ＤＡＤ 

am クイズ

am 農業体験(長井)

pm カラオケ(約300円)
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pm GO！GO！囲碁
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12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)

am 英会話

am 農業体験(長井)

pm 乗馬講座

ネクスト 冬期講習
ネクスト
模擬テスト

1:00
アンガージュマン
親の会

  新春のお喜びを　　　　　
　　　　　申し上げます。  
　
　今年は虎年、なぜか猫も人気だそ
うです。(かわいい！)　虎と言えば
猛虎、阪神タイガース。今年はどう
なるか？　と言っても小生は巨人不
安？　巨人フアンです。先輩諸氏か
らは「阪神フアンでしょ、君は！」
と判官贔屓の言動を捉えて揶揄され
ます。どっこい野球は巨人、”アス
ペルガー(？)的”長島茂雄さんに魅
せられましたね。守備パフォーマン
スと落ち着きのない意味不明な会話
に、ＡＤＨＤ傾向の小生は共感して
ました。
�さて「お喜び」と申し上げました
が、引き続き世相は厳しく辛い年と
なりそうです。小生の周囲でも尊い
ＬＩＦＥが天国に召されました。ご
家族の痛苦は想像を絶し｢なぜ」｢ど
うして｣の思いと悲しみでいっぱいで
した。惜別の念、哀悼を捧げます。
�

　学歴なんて役立たない
�師走の寒い夜、２６歳の若者２人
とネクスト担当の山川さんとお酒を
飲みました。１１年ぶりの再会。彼
らは中学校不登校、横須賀市の適応
指導教室「スペースゆうゆう」の生
徒。小生と山川さんは教室の教員。

彼ら曰く、山川さんには勉強させら
れ、小生には色んな無茶なことをさ
せられたと。そうそう小柳(前代表)
とラグビースクールの指導の元、大
津グランドで小学生相手にラグビー
の試合をした。「不登校となった俺
を前に父親が暗い部屋で泣いた、本
当に申し訳ないと思った」「あの時、
ゆうゆうがなかったら今の俺はどう
なっていたかわからない」と彼らは
言い、先生達には感謝してるよ、本
当にと添えた。彼らは車いすの清掃
から勉強まで総合福祉会館を十分堪
能した。「本当に優しい２人」と目
を細める山川さん。
　彼らは私学受験に挑んだが、不合
格(爽やかな惜敗だった)。市立商業
高校定時制進学そして卒業後、一人
はスーパー職員、一人は専門学校を
経て自動車整備工場職員に。
　彼らの名言をもう一つ。「学歴な
んて仕事には役立たない」と。その
後は、低賃金を笑顔で語りながら結
婚もできない！　彼女いないもん？
　と居酒屋閉店まで至福の時を過ご
した。会計は｢まかせてよ｣と彼らの
奢りとなった。
�

�美味しい山形召上れ
　　　　　　　の熱い思い
�アンガージュマン成立以前の話が

長くなったが、今も不登校は増え続
け、ひきこもりの若者たちも達も続
々とやってくる。昨年末、利用者は
５５人を数える。ネクストを加える
と１１０人に迫る。相談や見学はそ
の倍ぐらいはある。
　ＮＰＯ法人として７年目となる今
年、ミッションを共有する会員とＮ
ＰＯ事業の力で、スタッフも利用者
も横並びの関係を強くしアンガージ
ュマンの存在感を高めていきたい。
　フォーラム時に発達障害理解支援
のパンフレットを発行し高い評価を
いただいた。
　宅配事業に挑戦するリエゾン団、
第３回目も盛況で５０件以上の注文
に”美味しい山形”と”商店街”を
召上れの思いを強くした。
　また県民部長と青少年課長等の訪
問を受け、温かな眼差しの激励をい
ただいた。感謝！�
　生きやすく働きやすい環境を求め
て、上町商盛会と共にはるかぜ書店
の工夫や子育て・高齢者の居場所事
業へと進む年にしていきたい。
　市や県、他団体・企業やＮＰＯと
の協働とつながりを深め、多様なニ
ーズに応える法人へ一層の飛躍を願
って、全員参加で今年も進みたい。
よろしくお願い申し上げます。　　
　　　　（滝田衛・スタッフ一同）

新春のお喜びを
　　　　申し上げます。

学歴なんて役にたたない

美味しい山形召し上がれ
　　　　　　 の熱い思い

pm ワークtoday
　（笠井さんの
　　　話を聞こう）

pm 映画に行こう
　　　　　（実費）

am 英会話
pm ヨガ(予定)

新たな年を迎えて新たな年を迎えて ２０１０年初めの御挨拶２０１０年初めの御挨拶



　１２月から新しく、中学１年生のＮ君が仲間に加わりました。積極的に水曜日の食事作りも手伝
ってくれています。
�英会話の時間にはクリスマスに食べられるお菓子なども皆でいただきながら、アメリカでのクリ
スマスの過ごし方などを伺いました。１日の「映画にいこう」では、「クリスマス・キャロル」を
見に行きました。悔いのない生き方をしたいものです。(大崎里恵子)
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　書店の仕事、と一口に言っても、そ
こには色々な業務が含まれます。接客、
配達、発注、掃除。はるかぜ書店では、
それだけではありません。ブログの更
新。店内のディスプレイに使う小物作
りや植木の世話。ポスターやチラシ作
りも自分たちで行います。作業所から
委託された商品の管理。商店街のイベ
ントの受付や、福引の当番もあります。
�これらの仕事を通して、地域の、そ
して社会の一員としての自分を発見し
ていくことが、就労に向けて歩き出し
た研修生にとって、どれだけ大きな力
となることでしょう。
� はるかぜ書店は｢就労支援」店舗で
す。もちろん、スタッフ一同は、研修
生が安心して｢働くこと｣に触れる場に
なるよう努力しています。
�しかし、彼らを｢支援｣するのは私た

ちスタッフだけではありません。その
カタチは様々です。書籍を購入してい
ただくことは作業の機会を増やし、財
政的に支えていただくことにもつなが
ります。また、店内を華やかに彩る生
花、ラッピング講座、読み聞かせ、店
内のワックスがけなどをでお力添えく
ださる方々。アンガージュマンやはる
かぜ書店にお越しの際に研修生に一声
掛けてくださるだけでも、彼らにとっ
ては、臨機応変に対応するための貴重
な経験となるのです。どうぞ、皆様そ
れぞれのやり方でご協力いただければ
と思います。
�ご来店くださる方にとって、そして、
この場所で働くスタッフ･研修生にと
っても、より充実した書店になればと
考えております。今年も宜しくお願い
いたします。　　　　　(石井利衣子)

2009年の昼食会も12月16日をもって無事終了。
色々な人が、手伝ったり食べに来てくれたりしました。
みんな、アリガトー。
年の最後の昼食会のメニューは、
ビーフシチューと決めています。
ワイン1本使って煮込んだ甲斐があったみたい・・・♪
今年もお腹いっぱいで頑張りましょうー！　(三浦恵子)

　毎年暮れになると、お正月飾りの注文を受けています。今
回は、40件ぐらいの注文を受けました。毎回注文をしてくれ
てる人からは「近くで買えてよかった」との声もあり、やっ
てよかったと毎年思っています。

　毎年暮れになると、お正月飾りの注文を受けています。今
回は、40件ぐらいの注文を受けました。毎回注文をしてくれ
てる人からは「近くで買えてよかった」との声もあり、やっ
てよかったと毎年思っています。　　　　　　(伊藤一機)

　暖冬かと思われたのが、一転、寒波到来となり
ました。その寒い中、小学生、中学生、高校生、
既卒生のみなさんが、学習にやってきます。その
元気な顔を見ると、私たち講師はホンワカあった
かい気持ちになります。
�
�この寒波襲来の前、12月12日、小春日和の土曜
日（英語では、Indian summerですね）文部科学
省の委託事業の一環として、”発達障害の理解と
連携”をテーマに、フォーラムが開かれました。
5名のパネリストの方々が、それぞれのお立場で
の取組みをていねいにお話して下さり、その真摯
な奮闘に聞き入りました。ことに、保護者の方の
まさに血のにじむような日々の積み重ねと、思い
に打たれ、生徒さんと直接学習するネクストの講
師は、”たしかなサポーター”でなければ、と身
の引き締まる思いです。
�

　　　　　�　　　　　　　　　　さて、年末年
　　　　　　　　　　　　　　　始にかけ、中3
　　　　　　　　　　　　　　　生は冬期講習で
　　　　　　　　　　　　　　　す。冬休み、お
　　　　　　　　　　　　　　　正月の日々をぬ
　　　　　　　　　　　　　　　って個々の目的
　　　　　　　　　　　　　　　に向い、ひとつ
　　　　　　　　　　　　　　　ひとつ積み重ね
　　　　　　　　　　　　　　　ていきましょう。
�講師陣も、教材を吟味・工夫し、充実した講習
となるよう、準備しています。
�年が明けると、大学センター試験、私学入学試
験、国公立2次試験と続きます。個別の授業も、
密度が増すことでしょう。
� 生徒さんも、講師・スタッフのみなさんも、
新型インフル・季節性インフル共、充分お気をつ
け下さって、実り多い冬にしましょうね。
　                      (英語講師 沢木邦子)

は る か ぜ 書 店

あばうとあばうと

昼食会

まごの手

　今月は「寿パック」正月向けの内容になっておりますが。今回は
山形の加工品や野菜と共に上町にある和洋菓子の双葉さんにご協力
頂き、芋羊羹を二つで１パックを入れてみました。上町と山形のコ
ラボレーションは、他にも試みて行こうと考えております。
 １２月の配送では色々とミスが目立つようになって来ているので、
次回は新年と共に気分を一新して臨みたいものです。山形物産市に
は行けないけど、食べてみたいという方はぜひ、お問合せ下さい。
宜しくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　(石川藍)
�
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　１２月１２日に横須賀市生涯学
習センター(通称まなびかん)にて
発達障害を理解し支援を考えるフ
ォーラム｢学校で学び ＮＰＯで学
ぶ 共に育ちあうこととは｣と題し、
講演会を行ないました。阿瀬川聡
美さん(児童精神科医)、奥田貴子
さん(保護者)、荒川正敏さん(特別
支援学級教諭)、鈴木由美子さん
(市教委指導主事)、山川幸子(本法
人)の５名をパネリストに話し合い
の場を持ちました。それぞれの立
場から主に日常の取組みと今後の
サポートについて具体的な事例を
挙げて充実した議論を行ないまし

た。特にそれぞれが分断されるこ
となく、連携を取り合いながら子
どもたちをサポートしていく、と
いう点でおおよその一致をみまし
た。取り組みもまだまだ端緒では
ありますが、子どもたちにとって
は今まさに悩み苦しんでいる状況
にあります。今後も多くの人たち
に周知を図ると共に一刻も早く充
実した体制が整うよう努力しなく
てはなりません。啓発活動ととも
に日常で出来る限りのサポートを
取っていくことを心新たに取り組
んでまいります。今後もどうぞご
協力ください。　　　(島田徳隆)

発達障害を理解し
　　支援を考える
　フォーラムを開催
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　１２月４日と１８日に横浜桜木町の青少年センタ
ー別館(通称サポプラ)にてＮＰＯ職員を対象に「専
門性と営業力」「ＮＰＯの連合体」について研修会
を行ないました。第１回目は為崎緑さん(中小企業
診断士･本法人理事)に第２回目は小林正稔さん(県
立保健福祉大教授)に講師をお願いしました。はる
かぜ書店の課題と将来について為崎さんとともに参
加者の皆さんが意見交換をし、ＮＰＯ同士の連合

体・ネットワークの作り方、必要性について小林さ
んに説いていただきました。ＮＰＯそれぞれの専門
性や個性を重視しつつ、どのように自立していくの
か、ネットワーク化していくのか、課題だらけでは
ありますが、開かれた公益活動のためには十分議論
していく必要があると感じています。顔の見える関
係から、次のステージへ。ＮＰＯはより一層力をつ
けていかねばならないでしょう。　　　(島田徳隆)




