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2010年 11月のアンガージュマンの予定
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※は閉室の印ですが
事業により行います

amは 11:15～
pmは 13:30～

カレンダーの見方

相談カウンセリング　Ｂさん
�家族の一人一人と根気強くよく話をお聞き
くださり、その都度アドバイスをしてくださ
いました。”今ここから”と私たちに言われ
たことは、家族が力を合わせていくこと、再
度スタート地点に立つことと理解しておりま
す。お互いを思いやりながら、これからもカ
ウンセリングの継続を、と。

親の会　Ａさん
�初めて行った時は正直引きました。不登校
はこんなに深いものかと･･･。色々な人の意
見で価値観が変わりました。同じ立場の人で
ないと解らないので。夫ともケンカしました
が、今は同じ視点で子どもに愛情を注ぐこと
ができるようになりました。夫婦も仲良く。

�不登校・ひきこもり支援事業の可能性と限界
�フリースペースではスタッフがマンツーマンで寄り添ってます。ネクストは一
人ひとりの学習課題解決に向けて個別で学びを進めています。キックオフは書店
やharucafe、宅配や商店街の事業で就労と社会参加の力を培っています。相談コ
ーディネートは相談者の課題を整理し生きる力を焦点化しています。100名を超
える人たちが、迷いながらも少しずつ力を自分のものにし自己理解と歩みを進め、
上町で笑顔を交わしてます。「今ここで」、大切な一言です。明日をそして過去
をではなく、今ここで自分らしさを実感しましょう。これがアンガージュマンの
可能性です。ところが限界があります。多くの人たちは自分のことで精一杯、相
互理解と支援の社会ではありません。この事実に絶望せず、社会の限界に目を伏
せず、手にした可能性で限界を包み込みましょう、と思う昨今です。(滝田衛）

キックオフ　Ｃさん
　私がharucafeでやっていることは、紅茶の淹れ方、
トーストの焼き方の練習です。
�書店ではパソコンの打ち込みや、ネットでの書籍
検索などをお手伝いしています。
�全てにおいて、無気力だった自分がお店での仕事
を通じて、やる気をもてるようになりました。
�どうしても一つ一つの動作が遅いので少しずつで
も慣れて手早くできるようになりたいです。
�物覚えが悪いのでゆっくりでも着実に記憶してい
きたいです。

キックオフ　Ｄさん
　○やっていること
�　仕事を通じて働くということを学んでいます。
　○よかったこと
�　仕事を通じて僅かながらでも社会に貢献する
　　ことができました。　

第９回　就労支援フォーラム　開催！
�去る１０月３日（日）１３時から神奈川県立青少年センター多目的ホールにて、「第９回　就労支援
フォーラム」が開催され、７０名の方々にご参加いただきました。二部構成で第一部では、就労支援ネ
ットワーク研究委員会の連携７団体による団体紹介を行いました。第二部では、「子ども若者支援　ひ
きこもりに果たすＮＰＯの社会貢献とは」というテーマで、当該研究委員会副委員長の為崎緑氏（中小
企業診断士）の進行のもと、ＣＬＣＡ（子どもと生活文化協会）顧問の和田重宏氏と当法人理事長滝田
との２名のパネラーによる討論が行われました。また特設ブースでは、、工芸品や農産物等の販売を行
いました。
�第二部のなかで、為崎氏の経営コンサルタントとしての視点から、企業での働き方への問いに対して、
和田氏は若者自立塾での経験を踏まえ、「３ヶ月の研修期間を経て、やっとの思いで就職したが、継続
することが難しい。辞める決断をする前に相談してほしかった」というケースを紹介し、「既存の仕事
にあてはめていくことは難しい。彼らにあった働き方が必要」と述べました。滝田氏は就労支援店舗は
るかぜ書店・リエゾン団（山形物産市・宅配、孫の手）での経験を通じて、「個々の働き方にあった仕
事を作り出す必要性を感じている」と述べました。
�当該委員会の委員長小林正稔氏（神奈川県立保健福祉大学教授）は、ひきこもりの若者の社会課題、
支援を進める連携７団体の課題の整理と本フォーラムのまとめととして、神奈川県との連携も含め、
「リレーション（関係性）」の必要性を強調し、地縁や血縁とは異なる新たなつながりを、ゆるやかで
ありながら充実させていくことを求めていました。
�今回のフォーラムから新たな動きとして、１０月から毎月最終土曜日に、サポートプラザ別館で、若
者の社会参加就労支援を願い、トークセッション・相談会・フリーマーケットを実施することになりま
した。１１月は、２８日（日）平塚で開催いたしますが、お気軽にご参加いただければ幸いです。�

来て、見て、アンガージュマン。
実際に利用しての感想は･･･？

　なんだか秋を通り越して、すでに冬？　といいたくなるほど、寒くなってきましたね。　そろそろ、温かい飲み物が必要です。最
近のお気に入りはコンビニのオニオングラタンスープ、自家製の金木犀シロップで甘くしたお茶。そして、以前ボランティアの方
に教わった、(ためしてガッテンの）乾燥しょうがと蜂蜜のドリンク。これはちょっと辛いけど、カラダが温まるのでオススメですよ！　
　harucafeでも、ホットティーに力を入れるべく、試飲の日々。　スリランカ産のフェアトレードの茶葉など、個性的な味がメニュー
に加わる予定です。　ちょっとひと息いれたい時は、ぜひお立ち寄りくださいね♪　(イシイ)
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pm 乗馬講座

pm 絵を描こう

am まったり♪
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am まったり♪

pm 絵を描こう

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
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1:00 親の会
14:00 ボランティア
　　　ミーティング

会議の為
フリースペースは
15:30に閉室です。

イベント　　    日付　　　         定員

フリースペース
           (土日除く)    ５名
山形物産市 (11/11)  　　 ５名
山形宅配　 (11/24～26)　 ５名
通信発送作業 
　(11/25午後､11/26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

ネクスト
　　体験授業
13:00～16:00
中３試験対策
13:00～16:00

am 農業体験(長井)

am 農業体験(長井)
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      GO！GO！囲碁
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リエゾン団　山形物産宅配

　恒例になりました、書店のスタッフ＆研修生が中心となって調理
する昼食会。今回は、野菜のナムルたっぷりのビビンバ、豆腐と小
松菜のオイスターソース煮、デザートにはプリンを作りました。ビ
ビンバは予算の都合もあり、
当初はカルビの予定をひき肉
に変更しましたが、おいしく
出来ました。
�今月は24日に開催いたしま
す。そろそろ寒い季節になり
ますので、温かいものが食べ
たいですね。
�さらに今月は、もう一回。
19日の金曜日にも、いつもと
違う研修生が中心となって、
昼食を作る予定です。新たな
シェフの登場!?　楽しみに待っていて下さいね。�

就労支援
ネットワーク
相談会＆フリマ
in　平塚
　　　(午前中)

産業まつり　in三笠公園



あばうと

ネクスト

リエゾン団

ボランティア

まごのてはるかぜ書店

harucafe

　「ネクスト」の生徒さんのご家庭には、別紙にて「授業報告書」と「面談申込書」を同封しております。担当
講師から授業進度・状況等をお知らせしています。今後共、お子様の学習や進路について保護者の方と共通理解
の上で学習サポートしていきたいと思います。
�尚、１１月中旬には、中学３年生にとって高校入試の内申に関わる後期中間テストがあります。万全な対策を
して臨むため追加授業や対策授業を実施致します。
�また、高卒認定試験には、今回３名の生徒さんが挑戦します。初めての会場で緊張すると思いますが、周りの
人たちも皆同じです。落ち着いて全力を出してきてください。
�  
�　１１月月の予定
　　＊面談              　　　　　 11月８（月）～11（木），16（火）～18（木）          　　
　　＊中３生対象テスト対策         11月13（土）　　13：00～16：00　　
�　＊体験授業　　　　　　　　　　 11月13（土）　　13：00～16：00　
�  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（詳細はお電話でお問い合わせください）
�　 11月13・14日　高卒認定試験�　　       
�　

�「進路情報説明会・不登校相談会」10月16日（土）＜横須賀市総合福祉会館＞　を終えて
�　
　「県学校・フリースクール等連絡協議会」会長の滝田の挨拶から始まり、フリースクールの自己紹介、公立・
私立高校の入学者選抜の説明、高等専修・各種学校の概要や就労についての説明がありました。
　その後、個別相談では、県・市・町の教育委員会・相談機関も加わり25箇所のブースになりました。
　横須賀会場の特徴は、なんと言っても市内・近隣の高校が参加してしてくださることです。高校の先生と直接
お子様の進路についてご相談ができたかと思います。
�会場もほぼ満席でネクストのブース（山川・沢木）も６名の方のご相談を受けました。保護者の方の心配や不
安は、学習の遅れや生活面（昼夜逆転・運動不足・友達関係・ゲームに夢中など）そして進路です。今すぐ学校
に戻れなくても進学という一つの節目で新たなスタートを切った子たちがたくさんいます。この機会にお子様に
合う居場所や学習できる場を見つけることができれば嬉しいです。（山川）

　今月は、あばうとに沢山マンガがやってきました。「ドラゴンボール全巻」「シテ
ィーハンター全巻」「エンジェルハート」「スラムダンク全巻」ほかです。そこここ
で、マンガに熱中している姿がみられました。
　また、Ｗカップ以来アンガージュマンでは、サッカーが話題の種になっています。
往年の名選手ロベルト･バッジョ、ロマーリオや日本代表選手について話したり、ゲ
ームで対戦したりしてます。でも、やっぱり自分でやるのが一番楽しい。サッカーは
最低6人は欲しいんですが、今は3人で公園でやっています。ぜひサッカー好きの方は
来てみてください。
　そして今月は、みんなで乗馬にも行きました。僕は初めてなので引き馬をしてもら
いましたが、とても穏やかにゆったりと楽しめました（自分の中では）。馬に実際に
触れ合う機会は少ないのでおすすめです。　ｂｙすけさん

　週に１回のはるかぜ講座では、出版業界の仕組みとともに、一般的な、
接客マナーの学習も進めています。ケーススタディの形式になったテキ
ストを使って、実際の場面を想定し、どんな対応がふさわしいかを考え
ていきます。例えば、お客様が商品を落としてしまったら？　電話で、
相手の声が聞き取れない時は…？　あらかじめ想定しておけば、とっさ
のアクシデントにも役立つでしょう。
�けれども、それ以上に大切なことは、それら一つ一つの行動の根底に
ある考え方を学ぶことではないかと思います。それは、｢相手にとって
より良い行動は何か？　を考えること｣です。販売においては｢顧客満足
度を高めるため」に必要なことですが、同時に｢相手の立場に立って考
える｣｢思いやりをもって行動する｣そのための練習ともなります。
�考え方を知り、それを接客の現場で実践してみる。それに対して、相
手からの反応がある。そのことを実感して初めて、｢思いやり｣を学べる
のではないかと思います。
�自分の出来る範囲で、相手のために最善をつくすという｢接客｣の基本
が、｢人と接するのが苦手｣と感じてしまう若者にとって小さなヒントに
なれば、と思います。(イシイ）

　レンタルＢＯＸはなかなかの賑わいです。色々な手作りの品が、毎月増
えていきます。リボンレイのストラップや流木をアレンジしたメモスタン
ド。プリザーブドフラワーやナチュラルなリースもありますよ♪♪　手作
りの和独楽も登場しました。回している内に逆立ちするなんていうのもあ
ります。面白いですよ！�
　カフェのメニューにバターとジャムを添えたトーストと、チーズトース
トの２種類が加わりました。
紅茶もそろそろ、茶葉を選べるようにしていきますよー！
ぜひ、お越しくださいね。(みうら）

　10月の孫の手は、４～６日にゴーヤのネットを撤去する作業をやりました。普段は商店街のアーケードに登る
機会と言うのは無いので、高い所からの違った風景が見られ、作業も皆軽やかにこなしてました。21～23日には
上町銀座商店街より依頼を受けた、福引のお手伝いです。平坂を上ってすぐにある交番隣の福引所にて、研修生
達でシフトを組んでお客様に対応しました。空き時間には談笑しながら、楽しみつつやっていると言う感じでし
たよ。そして25～27日まで行われた、上町商盛会のイベント「収穫祭」。はるかぜ書店前にて福引のお手伝いを
し、普段は触れ合う事のできない商店主の諸先輩方と触れ合う事もできて、各研修生は何か得る物があったので
はと？　思います。(石川藍)

�フリースペースではスタッフがマンツーマンで寄り添っています。
ネクストは、一人ひとりの学習課題解決に向けて個別で学びを進めてい
ます。キックオフは書店やharucafe、宅配や商店街の事業で就労と社会
参加の力を培っています。相談コーディネートは、相談者の課題を整理
し生きる力を焦点化しています。100名を超える人たちが、迷いながら
も少しずつ力を自分のものにし自己理解と歩みを進め、上町で笑顔を交
わしてます。「今ここで」、大切な一言です。明日をそして過去をでは
なく、今ここで自分らしさを実感しましょう。これがアンガージュマン
の可能性です。ところが限界があります。多くの人たちは自分のことで
精一杯、相互理解と支援の社会ではありません。この事実に絶望せず、
社会の限界に目を伏せず、手にした可能性で限界を包み込みましょう、
と思う昨今です。(滝田衛）

　10月25日～27日にかけて上町で催された「秋の大収穫祭」にて山形物産市を行いました。収穫祭と言えば山形
県より新規就農者ネットワークの方が訪れます。今年は代表の牧野氏、田中剛氏と国重氏にお越しいただき、農
作物や加工品の販売をして頂きました。そこへ代わる代わるリエゾン団員ａｎｄ研修生達が加わって販売体験。
生産者が居る事で商品知識なども直接聞けたのが良かったのでは？　と思います。一方でharucafeのレンタルス
ペースを活用して、牧野氏と国重氏にこれまでの半生、そして農業についての厳しさと面白さを語って頂きまし
た。このような交流を通して『作るひと』の思いを知り、『食べるひと』に伝えていく架け橋(リエゾン)の役割
も担っていければなぁ、と感じたりもしました。(石川藍)

　今回のボランティア・ミーティングでは、クリスマス会に向けての「お菓子づくり」講座について、矢野さん
から11～12月には月1回ではなく、数回行い、クリスマスケーキを製作するとの提案をいただきました。スポンジ
は市販にし、デコレーションを楽しんでもらいたいとのことです。昼食会で活動を行って頂いている幸嶋さん、
辻村さんからは、「何人分作ればいいのか、人数把握が難しい」との声。少ないよりは余裕をもってということ
で、２０人分が目安だそうです。後半は、リエゾン団も混じって、よこすかハロウィン祭に向けての準備。上町、
本町、中央の各商店街に、ポスターを街路樹等に貼り付けるための紐つけを行いました。一緒に作業をすると、
親近感が増しますね。(石川隆博)

☆ハロウィン→クリスマス☆

不登校・ひきこもり支援事業の可能性と限界

はるかぜ書店前にて山形物産市

近所の子どもたちでにぎわう、絵本のよみきかせ。

乗馬の後はお手入れもね！




