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2010年　8月のアンガージュマンの予定
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カレンダーの見方

学習サポート

観劇
（タイムカプセル
　　　　　夢物語）

ネクスト
小学生
英語体験授業①

ネクスト
小学生
英語体験授業②

８月保護者会　29日(日）に変更です�
�保護者会と自助グループ活動、まだまだ活発にとは言えませんが、この形で１年以上が過ぎ定
着してきました。法人の利用者の保護者の集いと、その後の未来・ウィル・Dadに分かれて、大い
に語り合っています。８月は、法人のリエゾン団・研修生による視察旅行のため、下記の日程に
変更します。ご了承ください。
�　　日時　８月29日(日）午後１時～４時30分
�　　場所　法人フリースペース
�　　内容　①不登校・ひきこもり当事者からの発信(２名）
�　　　　　②自助グループ活動　※その後は暑気払い？�
�

支援力・事業寄付などへのお礼とお願い�
�　６月の支援力のお願いに対して、様々な方よりお志を頂きました。心より御礼申し上げます。
　　別添、special thanks　ご覧ください。引き続き以下の支援力をお寄せ下さい。
�　【支援力】会員寄付・事業寄付・支援寄付・ボランティア寄付
�
�　本法人も、支援活動の充実と以下の取り組みを進めていきます。
�　（法人の社会貢献）フリースペース・学習支援・就労支援・相談事業
�　（法人の新展開）　harucafe(地域交流事業)・リエゾン団(宅配事業)
�　（行政連携協議）　県との就労支援事業・市とのフリースペース等協働事業

８/４(水)に、はるかぜ書店の研修生が作る、昼食会を行います。さて、毎度のことなのですが、いかんせ
んメニュー決めが大変です(汗)�自分がちょっぴり夏バテ気味だから、さっぱりしたのがいいなぁ…みたい
なことしか、思いついておりません。頑張って美味しい物を作るので、皆様、メニューを楽しみにしながら
是非お越し下さい。Ｔ．Ｋ.

研修生が作って、みんなで食べる昼食会を開催します。どなたでもお越しください。事前の申込みは不要です。
お手伝いもお待ちしています。では、シェフからひとこと。

会議の為
フリースペースは
3:30に閉室です。

 
　　

うだるような暑さですね。ハンカチ
からタオルがかかせない日々です。「暑

い！」が口癖になるこの時期になると、「暑い」
というと罰金となり、集金され、アイスに代わり、

みんなが清涼にありつけたことを思い出します。
平凡な日々でも、知恵と工夫で楽しみを創り出
す。少し立ち止まって、ひと工夫、冷房に頼

らず、暑い夏の乗り越え方を考えてみまし
ょう。 t.ishikawa
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pm 乗馬講座

山形物産市
　(はるかぜ書店前)
山形物産市
　(はるかぜ書店前)

am Yukoと
　　英会話

　灯ろう夜市・中里神社の祭礼とお祭りづ
くしの７月でした。子どもたちや若者が街
に飛び出していくことで、お互いが活気づ
くのだなぁと、改めて感じます。
　さて、今月もお菓子作りがありますよ。
矢野さんのお菓子は、素朴でやさしい味。
作り方も、とってもカンタン♪　とのこと。
ぜひ、参加してみてくださいね☆　こんな
モノが作りたい（食べたい♪）というリク
エストに応えてくださるそうなので、ご要
望を！　夏らしく、杏仁豆腐とか、マンゴ
ープリンなんていいなあ。　　（イシイ）

アニメ

pm 私の音楽
アニメ

マンガ

アンガージュマン　夏  休  み

この暑
い夏に自転車を乗り回しているが

汗をかいて非常に気持ちがいいです。皆さんの夏
の乗り切り方はなんですか？　くれぐれも何かを
やる際は熱中症には気を付けましょう。　

a.ishikawa

時々、人
に会いたいな、と思うときはありま

せんか？　改まったかたちでなくてもいい。
会って何をするという目的がなくていい。

ちょっと勇気を出してフリースペースへ。
いつでもあなたが来るのを待っています。 

shimada

今
年の夏は 熱い

（？）　悩みは一人のもの で
はない。カウンセラーも同じ悩みを
持ってます。悩みや不安の整理がカ
ウンセラーの役割！　だって悩みの解
決策は各自が持っているから。暑い夏に
も、悩みや不安の話をしに来て下さい。

　　　　 　　　　　　takita

猛暑を
通り越して 酷暑と呼

ばれる今年の夏。この上町へ
の上り坂(平坂)がシゴキ坂に思えますね。
子供は夏に成長すると言われますが、この
歳になると夏は前進ではなく後退する季節
のような・・・。[でも、進むにしろ戻る
にしろ、秋になれば今とはちょっぴり違う自
分に会えるはず!?　と言い訳しつつ、]８月も
皆さんに会えるのを楽しみにしています。元

気にシゴキ坂を上って来て下さいネ。
　　　 　　　 arisumi
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 子供の頃
は、夏は夏なり、冬は冬なりに思い切

り遊んで過ごしていたので、暑さも寒さも友達でした。
今はそうもいきませんが･･･。その分、何か夢中にな
れる事を見つけて過ごしています。自分流リフレッシュ法

ですか･･･ね！　　　　　　　　　　　 miura

今年
の夏も暑いですね！

この暑い夏を、乗り切る企画を
皆さんと一緒に考えたいと思っ
ています。やってみたいことなど
ありましたら、教えてください

ね！ itou

ジ 35℃の猛暑を乗り切ろう！
�ー夏こそ生活リズムと食事が大切ー

�・睡眠しっかりとって朝型に、適度な運動も
�・１日３食、十分な栄養と水分補給を

�　　＊疲労回復・・エネルギーUPにはビタミンB１
　　　　　　　　　　　　　　　　　（うなぎ・豚肉・大豆など）
�　　＊暑さへの抵抗力UPにはビタミンC（野菜・果物）

�張り切って頑張ったら時にはぐったりたるんで。リズムが大切。
�ーこれでしっかり学習に取り組めば元気な笑顔が暑さを吹き飛ばす！！ 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yamakawa　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　夏休み
が好きな子どもでした。終わりがある

からいいんだよって言われても、そんなこと、信じていませんで
した。「毎日が夏休み」というマンガがありますが、大人になった
今、そんな気持ちでいます。明日、何をするのも、自由なんだってこと。
それが夏休みの醍醐味です。どうぞ、存分に味わってくださいね。ishii

さかのうへのたはごと　　　葉月　　島田徳隆
　

　目が悪くなって随分経ちます。眼鏡は自分にとってもはや
体の一部です。運転中にサングラスに掛け替える時などは若
干不安になります。クッキリ見えるものがボンヤリする、そ
れだけで。そんな時にふと思いついたこと…。
　小学五年生の頃に初めて作った眼鏡は上町商盛会の林時計
眼鏡店でした。その時しか上町は利用したことがありません
でした。小学生～中学生の時分は眼鏡を掛けるのが嫌いだっ
たので、授業中にしか掛けませんでした。高校入学時に新調

した際に、眼科の女医さんに叱られました。常時眼鏡を掛け
ないと成長期は成長とともに視力が悪くなるんだからダメじ
ゃない！素直な私はそれに従い、以降現在までずっと掛けっ
ぱなし。寝ながら掛けるほどまでになりました。
　最近、眼鏡も非常に掛けやすかったり洒落たものが増え、
ファッションアイテムの一つになってきました。そのため、
抵抗感なく掛けられるのではないでしょうか。私が子どもの
頃はまだ眼鏡といえばネガティブな印象のアイテムでした。
いつの頃からか、むしろポジティブに転換していたというこ
の事実。それってちょっといいですねぇ。どうですか？



�去る７/７（水）14:00～15:00の日程で、「夏の市民活動体験2010(７/10（土）～８/31（火）」に先立ち、
事前説明会を開催しました。
�この説明会では、これまで当法人のボランティアとして活動を行って来た方々にもお越しいただき、今夏か
ら新たに活動を行う方々との親睦をはかることもかねて行いました。
�今回12名の方々にご参加いただきました。参加者からは「時間的に足りないと思いましたが、密度の濃い貴
重な時間を過ごせました。こういう場がもっとできたらいいなと思います。」など、見ず知らずの方々との出
会いや交流ができたことに喜びを感じている方々が多くいました。
�また「当日を楽しみにしています。」との感想もいただきました。当法人では、ホスピタリティを心がけ、
ボランティアの皆様によりよい体験が提供できるように努めていきます。（石川隆博）

　７月は、梅雨であばうとのみんなも風邪を引いた
り体調を崩しがちでした。
　初めて知ったのですがＳくんは、ミドルネームを
持っているそうです。本人曰く「ちょっとカッコイ
イ」ということで、みんなで色々上げてみたのです
が、本当の名前はまだ謎です。
　梅雨が明けると今度は、熱波で外でなかなか遊ぶ
ことが出来ません。Ｔ君とはＷ杯の予想やサッカー
のことや、ドラマについて話しました。サッカーの
ゲームもとても上手いです。子どもたち４人とボン
バーマンゲームをやったりもしました。ゲームもい
いですけど、いつかまた、アンガージュマンでサッ
カーやりたいですね。（助川）

　Ｑ　最初に店に来た時どうでしたか？
�ａ：人数が少なかったです。
�ｂ：僕が来た頃には、逆に人が多かったです。�
�Ｑ　お店の人の印象はどうでしたか？
�ａ：自分の時は人数が人数だし･･･忙しくて、
　　　それどころじゃなかったよ。
�ｂ：みんな優しくて、ほんわりしていた。�
�Ｑ　もう、慣れましたか？
�ａ：自分はずいぶんやっていますが、まだまだです。
�ｂ：僕もです。

　Ｑ　どんな時に「できたなぁ」と思いますか？
�ａ：自分はまだないですねー。
�ｂ：お客様の笑顔を見た時。�
�Ｑ　「まだ、だめだなぁ」と思うところは？
�ａ：配達やお客様の対応など。
�ｂ：配達の処理です。�
�Ｑ　最後に一言どうぞ。
�ａ＆ｂ　もっとがんばります･･･

　７月のリエゾン団はなんと！！　山形県新規就農
者ネットワーク様より精米機を寄付して頂きました。
同ネットワーク代表(牧野さん）に山形より車で配
送して頂き、大変恐縮です。
　さて、この精米機ですが、早速使い方を指導して
頂き、練習がてら注文があったお米１０キロ分を精
米してみました。白米を１０キロ精米すると、結構
な量の米糠ができました。
　精米機の掃除も大変ですが、でた米糠をどうしよ
うか？　考え中です。糠漬けや、糠を小分けにして
販売しようか？　という案も出ております。もしか
したら、リエゾン印の糠漬けが売り出されるかもし
れませんよ？　（石川藍）

ボランティア集合！「夏の市民活動体験」事前説明会を開催！

　13日のお菓子作りには、ボランティアの矢野さんのもと、研修生のみんなが、いつもの仕事とはちょっと違
う少しの緊張と笑顔を見せながら取り組んでいました。�
�一から作るうちに材料が溶けて混ざっていくように、みんなの緊張も徐々に溶けて消え、笑顔が目立つよう
になりました。そして出来上がったクッキーはとてもサクサクで美味しいものでした。みんなの顔にも達成感
がありました。クッキーはあばうとやネクストにも振舞われました。出来たてって、やっぱり格別ですね。あ
ばうとの子どもたちも喜んで食べました。�
�次回が楽しみだなぁ、ありがとうございます矢野さん。食いしん坊より。

　７月のはるかぜ書店は、灯ろう夜市の受付で大忙しでした。　そして、当日はharucafe店頭にて、ビール＆
ソーセージの盛り合わせを販売しました。ソーセージ３種類とポテトと自家製玉ねぎの甘酢漬けは、ビールに
合う！　と大好評でした。　実は同じ日に、別働隊は佐藤初女さんの講演会で、書籍を販売させていただきま
した。こちらは限られた時間の中でということで緊張感もありつつ、しかし、会場の穏やかな雰囲気の中で販
売ができました。
�harucafeのレンタルボックスは、様々な手作り作家の方に利用していただいています。ハワイアンリボンレ
イ、プリザーブドフラワー、フェアトレードの小物やキラキラのネイルチップetc･･･他にもたくさんの素敵な
作品たちが･･･ぜひ、お立ち寄りくださいね。そして、研修生のコーヒー修行も続いています。お客様にお出
しできる！　とスタッフのＯＫが出るまで、練習あるのみ！　

　今年４月から月水金を中心に、事務局で会員管理、リエゾン団、ボランティ
アコーディネートの業務に携わっています。酒をこよなく愛し、阪急ブレーブ
スを愛し、自然を愛し、でもぼーっとしている時間が一番好きな私です。若者
を中心に地域をイキイキとすることをしていきたいと思っています！

「思い込み」や「拘り」、考えたことがありますか？　親御さんと子ども若者の不安の視点は違います。コダ
ワ(拘)る所が違うからです。基本は「何で！？(批判・疑問）」の問いと「そういう・こういう人」との断定で
す。ここにあるのは「そう思う」「こう考える」という思い込みであって、双方が意見交換してたどり着いた
結論ではない点です。「たぶん」「きっと」という過去の経験からの断定があるようですが。経験から得る結
論は、ややもすれば思い込みや拘りの結晶のようです。意見を交わさずに、互いの思い込みと拘りで親や子ど
も若者の姿を描けば、結果自分自身が不快を感じる相手の姿に結実してしまうのです。たとえコミュニケーシ
ョンが難しくても、会話なくして、意見交換なくしては、互いの実像に迫ることは難しいのです。相談を通し
て、思い込みと拘りが整理され、より本人(子ども若者、親)の実像に迫ることが出来るのです。そこに相談の
醍醐味（謎解き）があります。無くて七癖です。私達の思い込みと拘りを整理できる、相談・カウンセリング
があるのです。７月も相談カウンセリングから、学び始めたり書店に参加し始めたりしました。話すこと考え
あうことで。　（滝田衛）

　その昔は楕円のテーブル
をみんなで囲んで、「いた
だきま～す」「ごちそうさ
ま～！」｢後片付けのお皿
洗いはじゃんけんね！！」
というかんじでしたが･･･。
いまや座る席を探すのも大
変！　さあ、おいしいもの
をしっかり食べて、夏を乗
り切りましょう。　
　　　　　　　　（三浦）

　キックオフプロジェクトに、この夏、新たな講座が加わります。販売士とは、小売・流通業で唯一の公的資
格であり、プロの販売員のあかし。消費者に満足のいくサービスを提供できるプロフェッショナルです。為崎
緑氏（中小企業診断士・当法人理事）を講師にお招きし、来年２月の販売士３級試験に向けて学んでいきます。
資格を得ることを目標としますが、流通のしくみ、消費者の欲求・ニーズの変化、生産技術の変化、経営管理
技術の変化などを知り、現代の消費社会を捉える多角的な視点を養うことにもつながるのでは、と考えていま
す。また、はるかぜ書店・harucafeでの実地研修に対して、理論的な裏付けを得ることで、より主体的に研修
を進めていただければと思います。（石井）

　こんにちは。主にリエゾン団の活動や研修生向けのパソコン講座などを担当
しています。音楽・映画・文学が３大栄養素、旅がビタミン剤、シエスタの国
スペインが第２の故郷です。利用者の皆さんが本来持っている自分の素敵さに
気付くお手伝い(キラキラ発掘隊)になりたいと思っています。よろしくお願い
します！

あばうと リエゾン団

ネクスト

相談・カウンセリング

はるかぜ＆harucafe

昼食会

新講座始まります。　目指せ！　販売士☆

♪　新スタッフ紹介　♪
有住理恵さん

石川隆博さん
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の
精
米
機
で
す
。

お
菓
子
作
り
。
ま
ぜ
ま
ぜ
中
。

　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
♪

山
形
物
産
市
。

研修生にクエスチョン！ 今回は２人の研修生に答えていただきました。

～昨年とは違う！夏休みの時間の使い方を提案～
�自分のためにひとりの時間をゆっくりもつことも必要で大切なことです。しかし、さらに自分を育てるため
に、外からの活力を得ることは不可欠です。
  「８月の授業予定」のご案内は、既に７月の面談の時に、又は生徒さんを通してご家庭にお知らせしており
ます。
�＊夏期講習
�　・少人数集団授業（５教科）・・・８月６・７日、１日～２１日までの計８日間・計３０時間　　　　　
　
�　・個別授業・・・夏休みの宿題やテスト対策・予習・復習。ご希望に合わせ授業設定します。
�＊模試　　　　　　８月２２日（日）　
�＊体験授業　　　　８月７日（土）
�＊小学生の英語体験授業（少人数集団）８月２３日（日）２８日（土）　
      ネクスト初めての英語授業　楽しみながら本物の英語にチャレンジ！
�＊相談会　　　　　８月２２日（日）場所：総合福祉会館�　　　　　　
�＊面談を終えて　　限られた時間でしたが、２０名以上の方とお話をさせて頂きました。

harucafeの厨房の棚作り
　棚板を自分たちで
　　　　　　　切りました。




