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2010年　9月のアンガージュマンの予定
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　読書(=はるかぜ書店で本を買う)の秋ですね。知性が溢れ出過ぎて本を読んでいない私でありますから、ちょっと読
むだけですぐ影響されてしまいます。そこで、堀江敏幸『もののはずみ』『回送電車』をおススメします。
　パリの古道具屋巡りで出会った物たちへの短いエッセイ集『もののはずみ』は文章もさることながら、挿しこまれ
ている写真のセンスもいいのです。パリとまでは行かないけれど、文房具屋とか雑貨屋を訪れる時の楽しさやワクワ
ク感などはきっとお分かり頂ける方も多いはず。実に読みやすい短文です。ちょっとコーヒーでも飲みながら一息つ
くときに読むことをおススメします(harucafeで)。
　『回送電車』は特急でもなく鈍行でもない｢回送｣に興味を持つ作者の主張にまず共感します。世の中にある｢回送｣
的なものに注がれる目は私たちにとって示唆が含まれています。ちょっとしたことに対する理解って日常の忙しさに
埋没してすっかり忘れ去られてしまうことです。でもそんなことの中にも意味があるんじゃないでしょうか。
　小欄を担当する私にとって他愛ないことを書きつつどれだけ言いたいことを伝えられるのか。目標は堀江敏幸と思
いつつ努力を続けますので、今後ともどうぞお付き合いいただきたいと思います。まだ残暑は厳しくいつになったら
秋がやって来るのか分かりませんが、秋の夜長に一冊の本を。

※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

　今月のリエゾン団はなんと！！  
８月６日～８日の二泊三日で、山
形へ視察に行ってきました。
　山形に着いて最初に向かった先
は、松藤氏の果樹園白雲。ここで
はリンゴについて熱く語って頂き
ました。
�その後、新規就農者ネットワー
ク会長の牧野氏の所で、今年の秋
デビューする山形米の新品種「つ
や姫」の育つ田んぼを拝見しまし
た。つや姫は今のところ、ＪＡを
通さなければならないとの事で、
買い戻してでも横須賀へ送りま
す！　とおっしゃって頂きました。  
　その夜は交流会にて、なんと！
立派な石釜で焼いたピザや、ＢＢ
Ｑで旬のものを頂きました。
�二日目は朝６時から、田中剛氏
にハウス栽培しているトマトにつ
いてのお話を伺ったり、南瓜の収
穫体験をしたのですが･･･この時期
は、７時30分頃になると気温が高
く、農作業は過酷なものになり、
皆汗だくで作業をしました。
�昼からは、後藤氏の豆腐店を見
学。豆乳を頂いたり、中にはにが
りを舐めてみたりする人も･･･。昼
食では後藤氏の計らいで、作りた

ての温かいお豆腐を頂いたのです
が、この絶品たる事に驚きました。
�夕方には鹿野氏の所でナスとし
し唐の収穫体験をして、宿舎へ戻
りました。夕食はトマトをふんだ
んに使用した夏野菜カレー。トマ
トの味が濃い、濃厚なカレーでし
た。
�

　三日目は、山形駅前にて朝市の
手伝いをしました。朝市に来たお
客さまとジャンケンをして、お客
様が勝ったら１個。負けたら半分
の南瓜を渡すイベントを担いまし
た。
�朝市を終え、田中俊明氏にご紹
介頂いた、高橋氏と渡辺氏の元へ
向かいました。高橋氏は、養鶏や
田んぼやカフェをされている方。
まずは養鶏場にて養鶏に関するお

話を伺い、その後カフェへ移動し、
食事をしたのですが、高橋氏が育
てる鶏から生まれる玉子の味はあ
っさりしていて飽きが来なく、ご
飯がとてもススム一品でした。鶏
の餌も自分で配合を考えいるとの
こと。
�食事の後は、渡辺氏と合流し、
農場へ行きました。ここで栽培し
ているのは、椎茸等のキノコ類で
す。椎茸には自分の身に危険が迫
ると実をつけるという、面白い特
徴があることなど、貴重なお話を
伺いました。
　次に、舞茸を栽培しているとこ
ろを拝見したのですが、そこは温
度や湿度が完全にコントロールで
きる施設で、日本で２件の農家に
しかない特別なものだとのこと。
舞茸は非常に繊細なキノコで、ち
ょっとした振動などでストレスを
与えると、パッタリと生育が止ま
るそうです。我々がおじゃまして
見ている時も、止まってしまって
いたのかもしれません。
�さいごは皆で記念写真を撮り、
横須賀への帰路に着きました。
�山形の皆さん、ありがとうござ
いました。　　　　　　(石川藍）
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会議の為
フリースペースは
3:30に閉室です。

ネクスト
小学生
英語体験授業①

ネクスト
学習相談会
1:00～2:30
於：横須賀市
　　総合福祉会館　

ランチ　残暑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか？
　さて、先月８/４(水)の昼食会は20人近くにお越しいただき、盛況でした。�
　メニューは、『梅と大葉の和えご飯』『牛肉と玉ねぎのマリネ』『きゅうりの梅味
噌和え』『切り干し大根のピリ辛和え』『ラー油入りニラタマスープ』『ヨーグルト
のムース』　以上の六種類を、ボランティアの方３人と、
研修生３人で作りました。
　今月の研修生を中心とした昼食会は、９/15（水）です。
�ジャコと卵の混ぜご飯、サンラータン、バンバンジー、
デザートに牛乳プリンでも作ろうかなーと思っております。
�どうぞ、どなたでも、お越し下さい。
　お手伝いにも来ていただけると助かります。
　よろしくお願いします。(Ｔ.Ｋ.)

夏だ！　リエゾン！　山形へ!
旬を楽しみ、人と語らい、今後の展開を模索する旅へ

ボランティア
   夏の市民活動体験が終了、
            　　　９名が参加しました！�
�7/10(土)～8/31(火)の期間が終了し、7/16の
「灯ろう夜市」に３名、7/27の「フリースペー
スを楽しもう！」に１名、7/29、30両日の「通
信発送作業」に各2名、8/25の「山形宅配」に1
名の方々に参加いただきました。後日、活動を
通じて気づいたことや感想等を各参加者がまと
め、この事業の主催者である市民活動サポート
センターが小冊子を発行することになっていま
す。当団体や活動について、どんな紹介がされ
るか、乞うご期待です。
�

ネクスト

体験授業
期末テスト対策
　　　（第１弾）

ネクスト
   講師研修会
pm 6:00～8:00

リエゾン団　宅配日

イベント　　    日付　　　         定員

山形物産市 (9/10)  　　  ５名
山形宅配　 (9/29､30)　   ５名
フリースペース
           (土日除く)    ５名
通信発送作業
     (9/29午後､9/30午前) ３名

参加ご希望の方はアンガージュマンまで、ご連絡下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　046-801-7881

今月のボランティア募集

先月の販売士講座にて講師デビューしたイシイです。
自分が勉強するのと教えるのとは大違い！　ペース配分もわからず、
2時間半の長丁場となってしまいました(泣)。　いえ、本当に泣きた
かったのは研修生たちでしょう。役に立つ内容には間違いないのです
が、猛スピードで、テキストを棒読みするムボウな授業によく付いて来
てくれました。次回は1時間半で終わらせるからね!　(なるべく･･･）



あばうと

ネクスト
はるかぜ　ハルカフェ

リエゾン

�少人数集団授業の夏期講習は、延べ30時間、５名が参加しました。「理解力もあり、なにしろ真剣」とは、担
当講師。高校受験にむけて、いつもの個別学習とは違った緊張感や、友人としての意識など持ちつつ学習できま
した。
�他に個別の夏期講習として、４名、15授業が行われました。
�８月はアンガージュマンの夏休みが入ったり、部活の都合、御家庭の都合等で授業日の変更も多くありました
が、皆様のご理解で暑い夏、無事終われそうです。ありがとうございました。
�７月の相談会には、市内中学校の支援級の先生のご紹介で、保護者の方が相談にみえました。また、８月15日
のＦＭブルー湘南「情熱キラリ人」でネクストを取り上げていただきました。多くの方々に知っていただくチャ
ンスを生かしていきたいです。
�
�さて９月には、次のような企画が待っています。�
�　
　　９月４日（土）　中学３年生対象　期末テスト対策　第１弾（５教科）13：00～16：00　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　通常授業ではありません。
　　　　　　　　　　期末テスト対策として、個別の追加授業もお受けします。
　　　　　　　　　　＊ご希望の方は御連絡お願いします。（第２弾は９月中旬予定）
�　９月４日（土）  体験授業　　    13:00～16：00
�　９月27日（月）　学習相談会　　　総合福祉会館にて　　13:00～14:30

　今月は、猛暑が続いたので、あばうとの室内で、ジェンガをしたり漫
画を読んだり、サッカーゲームや、ぷよぷよ、桃太郎電鉄、ボンバーマ
ンをみんなでやって遊んでいました。特にハラハラどきどきしたのは、
ジェンガでしたね。スリリングでかなり面白かったです。
�あと、夏にカラオケっていいですね。涼しくて快適！

harucafe工務店？！　
�
�harucafeのキッチンは、直角三角形と長方形がぶつかったような、
ちょっと厄介な形をしています。
�このスペースを無駄なく利用すべく、皆で力を合わせて日々大工
仕事に打ち込んでいます。
�三角コーナーにはめ込むように棚を作り、コーヒーミル置き場と
しました。harucafeで使っている、ちょっと年季の入ったずっしり
と重いコーヒーミルも、ぴったりすっきりと置けるようになりまし
た。
　今後も、さらに作業しやすく動きやすい場所となるように、自分
たちの手で改良を重ねていく予定です。

　今月は何が入ってくるかなあ。家中で楽しみに待っている。
�そこに突然ピンポンチャイム。ドアを開けると、お兄さん二人、
威勢よく配達です。
�ごくろうさま。早速開けると、新鮮なカボチャ、ジャガ芋、餅
等々。トウキビの美味しかったこと、農家の人の姿が浮かんで
くる様です。
�リエゾン団の皆さん、がんばって下さい。そして大勢の人に
愛され、喜ばれる起業家になって下さい。楽しみにしてまって
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木清

アンガージュマンよこすかでの感想　　　　　　　�神奈川県立横須賀大津高等学校　惣田　充
�
　私は新規採用教員初任者研修の社会体験研修として、7月26日(月)～30日(金）５日間、皆様にお世話になりました。
この５日間では、書店・カフェの見学にはじまり会報発送作業や農作業、はてはヨガや乗馬までさまざまなことを体験
させていただきました。なかでも、研修最終日に利用者のＯさんを囲んでの歓談は非常に楽しく、あっという間に日付
が変わろうかという時間になってしまいました。
�この研修で改めて感じたことは「人の個性はあくまで個性であり、人の優劣ではない」ということです。アンガージ
ュマンではさまざまな人を差別せずにまず受け入れ、時間をかけ、さまざまな経験を通じて、徐々に社会参加させてい
きます。せわしく働くビジネスマンにしてみたら「そんな悠長なやり方は甘い！」と言われそうです。しかし、それは
大きな誤解で、利用者一人一人の生き方を全方面的に考慮し、最善の手段を採算度外視で取り組む姿勢は、時に会社組
織以上に社会に対する貢献を感じます。
�「社会に出るまで(あるいは復帰するまで)ちょっと一休み」、そんな場所が出てきたことに社会の成熟度合いを感じ
た５日間でした。そしてそれが自分が住む横須賀にあることを知り、有意義な研修となりました。教育現場でも生徒へ
の声かけを大事にし、個性に根差した教育を実践していきます。本当にありがとうございました。

いつもリエゾン宅配を利用してくださるお客様から、
お手紙を頂きました。　ご紹介させて頂きます。

　はるかぜ書店では、毎週月曜日に｢はるかぜミーティング｣を行っています。このときばかりは、日頃
それぞれのシフトに沿って研修している研修生が、一同に会すのです。
�ミーティングで、なにをするかと言うと･･･まずは、今週の予定のチェック。講座あり、山形物産市　
あり、リエゾン宅配あり、昼食づくりや出張販売が入ることも。研修生の予定は多岐にわたるので、週
１回の確認が欠かせません。
�そして、接客マナーと出版業界の基礎知識について、プリント
を元に学びます。接客マナーは、実際のケースを想定した設問を
通して、場面に応じた適切な振る舞い、どんなことを心がけて行
動すればよいのかを考えていきます。研修生といっても、お客さ
まから見れば店員に代わりはありません。ぜひ、身に付けて、は
るかぜ書店での接客に活かせるようにと思っています。
�また、「書店｣という場所が独立して存在するものではなく、出
版業界の一部として機能している様子について知ることにより、
自分たちが実際に行う仕事が、業界の中で(また、社会の中で)ど
のような役割を担っているのかを、より深く理解していけるよう
にと考えています。
　さらに、そのことを通して、社会全体の有機的な関わりについて思いを馳せることにつながればと･･･。 
行動することはもちろん大切で、そのことから得るものが多いということは実感としてもありますが、
一方で、立ち止まってじっくりと｢考える｣｢見つめなおす｣ことからの学びも重要なのでは？　と感じて
います。

販売士講座　第１回目の様子。

アンガージュマンよこすか社会体験の感想         神奈川県立平塚工科高等学校　高橋宏明�
�
　平塚工科高校の高橋です。5日間の社会体験ではお世話になりました。
�今回は農作業、研修会、昼食会、本の配達等の活動や、私の体験談披露を通して研修生の皆様と交流させて頂きました。
また、ミーティングでの活発な議論に触れ、スタッフの皆様の熱心な支えでこれらの活動があることを知りました。
�さて、私とアンガージュマンとの出会いは5年前に遡ります。当時、私は会社を早期退職し再就職活動中の身、ドキドキ
しながら入口の扉をノックしたことを今でも思い出します。その後、数学講師10ヶ月間、ラグビースクールの手伝いを1年
数ヶ月間務めました。
�話下手な私は、酒の力で何とか皆様と交流しました。特に当時はその機会に恵まれ
ており、その際、ある方から“デ○○”というあだ名を頂戴しました。今回の体験を
申し出た時、島田さんの『だめです』の二つ返事に当時から変わらぬ温情を感じ
（笑）、更に“○○ル”という呼称も復活し、皆様の執拗な思いやりに感動を覚えま
した。（苦笑）
�また、フリースペースを利用される方々との交流を通じ、その必要性を実感しまし
た。特に、実現不可能と思われる話を次々と繰り出す、常に前向きな考えの方には本
当に感心しました。（爆笑）スタッフの方々は大変でしょうが、これからも是非語り
続けて欲しいと思います。
�最後に、今後も機会があればお邪魔しますので、どうぞよろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“○ビ○”より
�

harucafeにて。　研修生はクギヅケです。

この夏、アンガージュマンに研修に来られた先生方より、ご感想を頂きました。　

←三角の棚

こちらも手作り↓

掃除用具が
　　スッキリ☆

山形の夏

緑の田んぼを見つめる

リンゴへの愛と情熱！　

タマゴをいただく

豆腐作り　迸る湯気！

ピザの窯は
軽トラに乗ってきました。

生い茂る南瓜の葉




