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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

2010年　7月のアンガージュマンの予定 y
ngagement
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　昨年は年男だったのですが、いよいよ４０代が迫ってきました。人並みの経験を積んでいないので未だにフレッシ
ュな気持ちで毎日を過ごしています。未だ青二才ともいえますが。友達は少なくとも長い付き合いの者ばかりで、み
な似たり寄ったりの人生を歩んでいます。しかしながらＮＰＯなどという奇特な道を選んだ者はおらず、友曰く「え
らい」とか「尊敬する」などと誉めます。それ以外に誉めるところもないというのが真実であると思うのですが、自
分自身でもかなり自意識過剰にやらないとモチベーションが保てないところも大いにあります。
　先日同級生が二人立て続けに結婚を発表し、何を血迷ったのだろう、と即座に思ったのは私の間違いで、むしろ遅
いんじゃないの？ってのが一般的な反応と思われます。うち一人は相手に会ったのですが、実にマトモな方でした。
友人がややこしい性質なので、果たしてどんな女性！？と興味津々だったのですが、やや拍子抜け。冷静に考えれば、
結婚生活を営むのにややこしい二人組では大変ですから、実に素晴らしいパートナーに出会ったと言えることでしょ
う。ちなみにもう一人の友人の方はまだ相手にお会いしていませんが、かなりマトモ、との言。翻ってＮＰＯでも結
婚生活が営める！というのは業界的にはアピールになるでしょうが(普通なことだけど・笑)、人物に難が…！？

※は閉室の印ですが
事業により行います

amは10:30～
pmは 1:30～

カレンダーの見方

学習サポート

ネクスト
　　1:00～4:00

体験授業

ネクスト･あばうと

　学習相談会
　　　1:00～4:00
於：横須賀市
　　総合福祉会館　

～ネクスト　面談～

～ネクスト　面談～

　今年もいよいよ灯ろう夜市に向けて、ダン
ボールの灯ろう作りが始まります。
　毎日作業するので、手伝える方は声を掛け
てくださいね。作り方はスタッフが丁寧にお
教えします♪

みんなで灯ろうを作ろう

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)
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キックオフ

am 農業体験(長井)

am 農業体験(長井)

am 農業体験(長井)

am 農業体験(長井)

pm ラッピング講座

am ヨガ

am ヨガ

pm ラッピング講座

2:00  GO！GO！囲碁

2:00  GO！GO！囲碁

pm GO！GO！囲碁

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)am アクセサリ講座

pm 乗馬講座

2:30 自助グループ
　　ウィル･未来
　　･ＤＡＤ 

1:00 親の会

pm ワークtoday
　（笠井さんの
　　　話を聞こう）
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am 英会話
pm ヨガ(予定)

2010年  7月のアンガージュマンの予定

am Yukoと英会話

pm 乗馬講座

pm お菓子作り

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

　灯ろう夜市の季節がやって来ま

したね！　今年は同じ日に、はる

かぜ書店の出張販売の予定が入っ

ているのです。いつも温かい雰囲

気の佐藤初女さんの講演会なので、

そちらもまた、楽しみ☆　にして

いるのですが。心配は戻ってから

浴衣に着替えるヒマがあるかどう

か･･･。　当日は商店街でも色々

サービスがあるようですし、アン

ガージュマンでも出店を計画中。

harucafeは、スペシャルメニュー

を考えていますよ!　せっかくの

イベント、みなさんも浴衣や甚平

でお越しくださいね。(イシイ)　

　

 �    2010年度総会

�６月１９日（土）にフリース
ペースにて、13時から通常総会
が行われました。19名の出席が
あり、2009年度事業報告、収支
決算及び2010年度事業予算、収
支予算が承認され、無事に終了
しました。以下概要です。
�第１号議案　2009年度事業報
告、第２号議案　2009年度収支
決算報告、第３号議案　会計監
査報告、第４号議案　2010年度
事業計画案審議、第５号議案　
2010年度収支予算案審議、第６
号議案　役員改選（理事）の件、
大澤浩子さんの退任。�
�2009年度事業報告では、各事
業で一定の成果をあげることが
できました。ネクストでは、高
校生�以上への支援（特に大学
受験）が多くありました。発達
障害に関する取り組みでは講演
会の開催、冊子の制作配布しま
した。若者が社会参加できる地
域環境づくりに取り組み、新規

事業としてリエゾン団（山形物
産宅配）を立ち上げました。し
かしながら、社会状況の大きな
変化の中、利用したくとも利用
の難しい実態が浮かびあがり、
苦戦した年度でした。

�決算報告では、これまで特別
会計として処理してきたはるか
ぜ書店について、就労支援事業
の中に位置づけ、特定非営利活
動に統合しました。
�第２号議案と第３号議案の取
り扱いについて質問があり、理
事会を通じて再検討することな
りました。
�2010年度は、充実した事業を

安定的に提供することに主眼を
置き、近隣市町との連携を進め
ます。また、はるかぜ書店内に
harucafeを開店するなど、就労
支援にかかわる事業を統合し、
就労支援センターのさらなる充
実を目指します。
�

�   開店セレモニー

�14時からはるかぜ書店に場所
を移し、harucafe開店セレモニ
ーを開催しました。朝方の激し
い雨が嘘のような晴天となり、
来賓を含め、多くの方々が開店
を祝福し、会場に入りきれない
ほどの盛会となりました。来賓
を代表し、吉田雄人横須賀市長、
森昭上町商盛会商店街振興組合
理事長から挨拶をいただきまし
た。記念講演として、ビズデザ
イン㈱代表取締役　木村乃（だ
い）氏から「横須賀の未来を地
域交流から」と題し、お話をい
ただきました。
　　　　（裏面へ続きます→）

2010年度計画・予算を承認、はるかぜ書店内にharucafeをオープン

　　　　　　　　　   新年度本格始動！

harucafe
レンタルスペース　２時間　1000yen～
レンタルボックス　１ヶ月　1500yen，2000yen
カフェ　coffe　350yen
　　　　tea　　350yen　　　　　　・・・etc．　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　どうぞ、ご利用下さい。

　　　　　　　　　　　　　

ヨコスカ濃いめdeリエゾン団がお届けする

山形物産＆長井野菜のおまかせパック

2000円
旬の味覚が盛りだくさん。何が入るかはお楽しみに！　
リエゾン団員がお宅まで配達します。
7月分の受付は7/21(水)まで。お早めに！
TEL　046-801-7881　アンガージュマン内　リエゾン団　

（横須賀・逗子・葉山地域限定）

　来る7/10（土）～8/31（火）の日程で、市民活動への関心を高
める目的で子どもから大人までが参加できる活動体験を行うイベ
ントです。今回35団体、48イベントの参加があり、当法人では、
「山形物産市」「山形物産宅配」「山形体感ツアー」「フリース
ペース」「通信発送作業」「灯ろう夜市」の６つの活動をエント
リーし、ボランティアを募集しています。
�多くの方々に当法人の活動を知ってもらう機会にするとともに、
多くの方々に活動に参加していただきたいと考えています。

会議の為
フリースペースは
3:30に閉室です。

2:00 ボランティア
　　ミーティング

灯ろう夜市

☆６時30分点灯☆

市民活動サポートセンター｢夏の市民活動体験｣参加団体に決定！
編　集　後　記

去年は
駄菓子を
売りました。
さて今年は？

リエゾン団　山形物産宅配



（表紙より）3名の方には、コー
ヒーが振る舞われ、ブラックは
苦手だが、おいしい等の感想を
いただきました。
�三浦harucafe店長からは事業
説明、店員となる研修生の紹介
もあり、天気に負けないぐらい
晴れやかな表情の面々でした。
�吉田市長は当法人とかかわっ
た経緯にふれ、大切な活動であ
ること、今後の発展に期待する
旨、また森理事長からは商店街
における当法人の役割と地域活
性化への貢献について、さらに
木村氏からは、生物多様性にお
ける命のつながりという重要性
から、多様な人々が交わること
の大切さを述べ、その交わりの

拠点となりうるharucafeへの期
待をあげていただきました。
�

�開店パーティー

�15時からは、再び会場をフリ
ースペースに戻し、開店パーテ
ィーが行われました。惣菜・餃
子の大黒堂のオードブル、みの
り屋のサンドイッチ、マインマ
ートの飲料と、地元商店街の味
とともに、山形物産でおなじみ
の米、豆を使用した手作りおに
ぎり、りんご・トマトジュース、
さらにharucafe自慢のコーヒー
と、中締め後も時間が許す限り、
大いにharucafe開店を祝ってい
ただきました。

�harucafe開店に際し、祝電、
お花、ご祝儀などのお祝いを頂
戴しました。この場を借りてお
礼申しあげます。
�リニューアルとなったはるか
ぜ書店とともに、2010年度更な
る飛躍を目指し、みなさんとと
もに力強く、羽ばたきたいと思
います。�
�※お詫び
�総会等の返信用ハガキに不手
際がありました。書面をお借り
し、関係各位にお詫び申し上げ
ます。またセレモニーでは、予
想を超えるご来店をいただき、
椅子席をご用意することができ
ませんでした。お詫び申し上げ
ます。　　　　　　(石川隆博)

　あばうとでは、湘南メディアネットワークの協力のもと
に映像ワークショップを開きました。参加したのは、キッ
クオフの５名とあばうとの２名。Ｓちゃんは、撮影に熱心
に頑張っていました。Ｋ君は編集作業を誰より熱心に、受
講していました。Ｓ君もharucafeのプロモーションという
テーマで熱心に編集していました。皆の力で２つのアンガ
ージュマンのＣＭが出来あがりました。
�てくてく散歩では晴天に恵まれて、うみかぜ公園と、う
みづり公園を巡りました。うみかぜ公園では、Ｍ君がとっ
てもかわいいミー子という猫を紹介してくれました。今回
は初めてで、急ぎがちでしたが、今度はまったり散歩した
いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　(助川)

　６月は９名がキックオフプロジェクトに参加していますが、その活動は様々です。harucafeも正式に営業を開
始し、ますます多様な研修を体験して頂けるようになったのではと思います。書店・リエゾン団・カフェ、それ
ぞれ自分にあったものを活用することはもちろんですが、苦手なものにもチャレンジし、そのなかで「仕事」と
の色々な関わり方を自分なりに模索してもらえればと思います。指示されたことをこなすだけよりも(それも難
しいことですが)、その場面に応じて何が必要なのか考えて動けるようになると、もっと主体的に働くことと向
き合えるのではないでしょうか？　もちろん、あせらずに、自分のペースを大切にしながら…。　　　　(石井)

｢授業報告書｣・・・保護者様に、お子様の学習状況や授業の様子を担当講師が記入し、ご報告致します。
｢個人面談｣・・・・お子様の学習は、保護者の皆様とネクストと二本柱で支えていくことが、より良い
　　　　　　　　　学習効果に繋がると考え、面談を充実させていきたいと存じます。　　　　　　
�　　　　　　　　　７月６日(火)～８日(木)　15：00～20：30
�　　　　　　　　　７月12日(月)～15日(木)　15：00～20：30

＊報告書と面談申込書は、ネクストご利用のご家庭には、この「７月の通信」に同封しております。
�
体験授業・・・・７月10日(土)1：00～4：00　アンガージュマン・よこすか
相談会・・・・・７月19日(月)海の日　1：00～4：00　総合福祉会館　５Ｆ 第１･２会議室
�　　　　　　　　今月は、あばうととネクストで、(学校）生活の不安や学習の相談をお受けします。
�　　　　　　　　小・中・中卒・高校中退の方及び保護者の方対象です。
�
テスト対策(６月12日)を終えて・・・
　　　　中学３年生４名、中間テスト対策として５教科の問題に取り組みました。其々自分のペースで
　　　集中し、３時間がアッと言う間。ひとりで問題に向かい合うことによって、何ができて何が不十
　　　分か明確になり、今後の学習にも有効だったと思います。　　　　　　　　　　　　　　(山川)
�
＜８月の予定＞
�夏期講習　　８月６・７日、16日～21日　詳細は追って、ご連絡致します。　
�模擬テスト　８月22日
�夏休み　　　８月８日～15日　
�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　5/30は鎌倉市で行なわれた研修会で、また6/5には佐藤初女さんの講演会（板橋）で書籍の販売をさせていた
だきました。書店とはまた違った雰囲気のなかでの接客は、研修生にとって勉強になることも多く、貴重な機会
です。７月は東神奈川での出張販売も予定されています。お声掛け下さったみなさま、ありがとうございます。
�6/1～3日の３日間、坂本中学校の２年生（２名）の職業体験を受け入れました。最近、研修生でぎっしりのは
るかぜ書店が、さらに賑やかに。慣れない作業が多い中、一生懸命に取り組んでくれました。
�harucafeの正式オープンに向けた準備に忙しい毎日でしたが、同時に書店の業務を行っていく中で、あらため
て“いつも通り“に仕事をしていくことの難しさと大切さを実感しました。harucafeの試行錯誤とはるかぜの継
続のチカラをどうぞ温かく見守りつつ、ご利用くださいませ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(石井)

　今月のリエゾン団と言いますと･･･山形物産市の仕入
れ検討会を６月４日行いました。６月はなんと野菜が
何も無いと言われてしまったのですが、その代わりサ
クランボやイチゴが大丈夫かもよ･･･と言うことでフル
ーツ中心でと思いきや、イチゴは残念ながら色づきが
間にあわずに断念と言う結果に。サクランボはという
と、物産市当日昼過ぎには完売でした。　　(石川藍）
�

　昼食会のメニューを決めるのは中々難儀でありま
す。時には当日の朝まで決まらないことも・・・。
　某スーパーが24時間営業なので、かなり助けられ
ている私です。
　毎回16名見当に作りますが、人数が増えても調整
のきくものを考えなくてはなりません。
　いつでも、よいメニューを募集中です。
　これからの季節は、ビタミン豊富な夏野菜もたく
さん摂りたいですね。
　皆さんのお勧めメニューなどあれば、ぜひお知ら
せください！　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(三浦)

はるかぜ書店でキックオフ講座 親の会にて。貴重なお話でした!囲碁講座の様子　次の一手は？

今年も商店街の
　　　ゴーヤネット張り

ミーティング中！

ボランティアの方と昼食作り

カウンセリングから就労へ　親も保護者会で　　社会参加はどう進むのか

　就労支援、働け！働け！ではありません。書店や商店街やリエゾン団の仕事や研修やボランティアを通して自
分と出会うことが、アンガージュマンの就労支援です。就労支援は　自己理解！　関係理解！　必ず就労支援へ
進むものでもありません。カウンセリングから、フリースペースからが大切です。

　困った時に人に相談する、出来そうでできない？　自分の問題を人に語る恥ずかしさ、辛いことです。太古の
昔から、人は人と寄りそって生きてきました。雑談等の他愛のない会話は、人を人とつなげ、嬉しい時も悩んだ
時も人の温かさを実感し、互いに助け合ってきました。現代社会の誤解は、人に頼らず一人で考え一人で立ち上
がることを、自立社会？と。これは自立ではなく孤立、孤独社会です。本法人は、互いに支え合い助け合う協同
(協働)社会を願っています。あえて言えば、相談し悩むこと嘆くことは人らしい、という意味で。
　日常的にカウンセリングは行われます。専門のカウンセリングはもちろん、スタッフとの振り返りも、フリー
スペースの雑談も、ネクストの講師との語らいも、アンガージュマンの持ち味です。

　６月13日（日）保護者会と自助グループ活動が実施されました。スタッフを含め30人が集まりました。不登校
経験を経て、現在大学3年生の佐藤香陽子さんに自分を語ってもらいました。お二人のお母様の感想を紹介します。
「貴重なお話を聞けて大変良かった。佐藤さんから勇気をいただき希望が持てました」「今だから話せるのかも
しれませんが、しっかりした考えをお持ちだと。私もすぐに口を出しますが、見守ることの大切さを再度確認し
ました」
　人は変化するし、今の自分に満足するものではありません。きっかけ、人との出会いが大切です。そして、自
分自身との出会いが何より重要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(滝田)

ネクスト

リエゾン

相談＆カウンセリング＋親の会＆自助グループ

キックオフ

はるかぜ＆harucafe

あばうと 昼食会




