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2010年12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

サポートプラザに
みんな集まれ！
フリマ＆相談会

乗馬講座の日程は
お問合せ下さい。

12:00 昼食会(300円)

  4   5

  6

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

31

25

  3  2

1110 9 8 7 12

    1

キックオフ

am 農業体験
　　　(長井)

am 農業体験
　　　(長井)

pm カラオケ(約300円)

pm カラオケ(約300円)

pm カフェカルチャー

pm 14:00
　　販売士講座⑫

pm 14:00
　　販売士講座⑬

pm 14:00
      GO！GO！囲碁

pm 14:00
      GO！GO！囲碁

pm 14:00
     販売士講座⑪

pm コラージュ

pm サッカー

pm ギターを弾こう pm ギターを弾こう

pm ギターを弾こう

pm ギターを弾こう

pm ギターを弾こう

pm サッカー
am 英会話

pm 散歩♪

pm 散歩♪

pm 散歩♪

pm サッカー
pm ラッピング講座

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)

15:00 リエゾン会議

15:00 リエゾン会議

15:00 リエゾン会議

12:00 昼食会
　　　(300円)

am 漢字学習

am 漢字学習

am 漢字学習

13:00 ワークtoday

29 30

26

27 28

2010年12月のアンガージュマンの予定

am お菓子作り

am お菓子作り

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
　　･ＤＡＤ 

1:00 親の会pm 2:00 ボランティア
　　　ミーティング

会議の為
フリースペースは
3:30に閉室です。

ネクスト
体験授業
13:00～16:00

リエゾン団　宅配日

イベント　　    日付　　　         定員　　　　　　　主な活動内容

山形物産市 　　 12/10　  　　  　３名　販売・陳列・チラシ配布
山形物産宅配 　 12/15～17　　  　５名　検品・仕分け・梱包・運転
フリースペース　土日祝除く　　 　５名　話やゲームの相手など
通信発送作業　　12/21午後､22午前 ３名　通信の折り・封入・封止め
クリスマス会　　12/23　　　　　　　　　準備・楽しく過ごす
ヨコスカ
 カウントダウン 12/31            ５名　調理・販売

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

クリスマス会

クリスマス会

12月23日(木)

　　　　午後1時～

フリースペースにて

　学習サポートネクストでは、様々な目的・希望・年代の方々が日々学んでいます。今回はその中
から３人の方に「ネクストへのご意見、ご感想、お叱り等々何でもおっしゃって下さい」とお願い
しお答えいただきましたのでご紹介いたします。

�「90分間はちょっと長いけど、１時半から９時までの中で学習時間を決められるのが良い。勉強
は自分のペースにあわせてくれてわかりやすい。先生たちが優しい。時々エアコンが暑い。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高1、Ｎさん）
�「今まで数学に関心が無かったが、教えてもらってから面白くなってきた。助かっています。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （20代、Ｓさん）
�「子どもに対して私もどう教えてよいのかわからなかったけど、先生の対応で少しずつわかって
きました。子どものひとつひとつを褒めてくださるので、自信がつき学習に向きあえるようになり
ました。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （小学生、Ｓ君のお母様）
�
  皆さん、お忙しい中ありがとうございました。ネクストは皆様のご意見を受け止め、より良い学
習時間を生徒さんと共に築いていけるよう努力を続けてまいります。今後ともよろしくお願い致し
ます。
�

あばうと・キックオフのみんなで

クリスマスケーキを手作りします！

他にも、ビンゴ大会や音楽の演奏も。

会員･支援者・講師の皆さんの参加を

お待ちしています。

大人も子どもも

楽しく過ごしましょう☆

会費　５００円です。

�流石に早朝は初冬の到来を感じさせる今日この頃、改めてこの夏の暑さが半端でなかったと実感す
る。山形の新規就農者ネットワークの牧野さんと10月に話した時も、米の品質が良くないこととして
今夏の異常気象を理解した。雨量や日照りそして暑さ寒さは人力の及ぶところではない。翻って、野
菜の高値が家計を圧迫するのも受け止めざるを得ない？　まいったな。(現下の流通問題は別として)
�さて134号線は大好きな国道である。特に、稲村ケ崎から由比ヶ浜、材木座そして逗子海岸は爽快
である。振り返れば富士山が拝めるのである。何時から畏敬の念を抱くようになったのだと揶揄され
そうだが、白をバロメーターに季節の変化を見事に描き出す、最高のモニュメントである。
�人は変わり、自然も変化する。自然の変化はいたしかたなく、苦しくとも辛くとも受け止めるしか
ない。受け止める力は自然の前では素直かつ従順である。一方、人の変化は悲しみでもあり喜びでも
ある。立ち止まったり急いだり、老化あり病あり極限は死である。何とも受け止め難い。幼子の誕生
や成長はもろ手を挙げて受け止めたくなるが。はてさて、この二律的な思考の過ち、限界にこの年に
なると立ち向かわざるを得ない。人の変化、老化を病を死を受け止めるのである。受け止めるとは許
すことではない。人が良く生き、良く老い、そして病の身を悟ると言う。抗わず、人を素直かつ従順
に受け止めるのである。引き受ける寛容の心を昨今思う、富士山に重ねて。Ｋさんの冥福を祈りつつ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝田衛

坂の上の
　　ひとりごと

学習サポート　ネクスト
　　　　　　　　　　　　　　皆様の声をいただきました。

※

フリースペース冬休み

フリースペース冬休み　12/25～1/11

山形物産市 ラッピング講座

今月の親の会では、不登校の経験のある高校生にお話していただきます。
その後の自助グループでは、未来(不登校)・ウィル（ひきこもり）・DAD(父親)
に分かれて話します。安心して、それぞれの体験を分かち合える場です。
どうぞ、ご参加下さい。申込みは不要です。

ネクスト　冬期講習

ネクスト　冬期講習

学習相談会
13:00～15:00
於：横須賀市
　総合福祉会館　



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
相談・カウンセリング＆カフェカルチャー

ランチ

　中学３年生は中間テストが終了し、今月は成績（内申点）が出て三者面談に入ります。ネクストの生徒も、試
験前は連日テストに向け頑張りました。通常受講以外の教科も学習し「やったことが出た！」と喜びの声も聞か
れました。また、テスト対策日に参加した生徒は3時間其々よく集中し、問題に取り組みました。入試に向け冬期
講習を行いますので下記を御参照ください。
�中学１、２年生、高校生はこれから定期試験があります。試験に向けて不安な科目がありましたら、現在受講
していない科目でも受けることができます。もちろん受講中の科目も追加受講できます。ご相談下されば希望に
沿った授業を設定いたします。
�

�12月の予定
�
�中３冬期講習　　　　12月24日(金）25日(土）27日(月）28日(火)
�（５教科30時間）　　１月４日(火）５日(水）６日(木）７日(金）　
　　　　　　　　　　　＊別途ご案内いたします。最終日には模試を行います。
�
�ネクスト冬休み　 　 12月29(水）～　1月3日(月）
�
�学習相談会　　　    12月13日(月）13：00　～　15：00　　総合福祉会館にて　
                      ＊よこすか市広報伝言板に掲載されます。
�
�体験授業　　　　    12月25日(土）13：00　～　16：00　　　
                      ＊電話でお申込ください。
�
�11月中旬、ネクストでは「授業報告書」をお届けし、お申込いただいた20名の保護者の方とお話させていただ
きました。進路、授業状況、学校との関わり等、担当講師とも連絡し今後の授業に活かしていきたいと思います。
�

　師走になり、寒さも一段と厳しくなってきましたね。しかしあばうとの子どもは、元気に外で遊んでいます。
みんなで汗にまみれ、転んだりしながら追いかけたボール。汗に、にじんだTシャツ！？　外で出会った、犬や猫
達。色んなものに触れ合いながら過ごしています。
　ついこの間、クリスマスツリーを出して飾り付けをしました。皆さんが読んでいる頃は、クリスマスの準備に
向けて着々と動いているはずです。疲れがどっと出てくる時期ですが、楽しい時間をみんなと過ごしたいと思っ
ています。

11/10　ボランティア・ミーティング
�
�この日は、午前中から昼食会準備にはじまり、午後は販売士講座に、リエゾン団会議・・・ということもあり、
ボランティア・ミーティングは、はるかぜ書店２階、再整備された応接室（？！）での会合となりました。
�矢野さんの「10月のお菓子づくり」ではシフォンケーキ。ケーキの膨らみに、研修生がびっくり。味の方も評
判でした。12月はクリスマス会に向けた準備で、ケーキづくりを２回（12/７、16）行います。興味関心、もちろ
ん甘党の方もぜひともご参加ください。
�また、10月にお手伝いいただいたハロウィンのポスターづくりや、広報、山形物産宅配などについて、ボラン
ティアの視点から貴重なご意見をいただくとともに、情報交換の場ともなっています。辻村さん、幸嶋さん、矢
野さん、毎回ありがとうございます！　そして、10月からリエゾン団でお手伝いいただいている涌井貴暁さんが
初参加してくれました、ありがとうございました。
　ボランティアミーティングは、アンガージュマンでボランティアしている中で感じたこと、困っていること、
もっとこんなことをしてみたい！という要望などについて、語り合う場です。これからボランティアをしてみた
いという方にも、先輩の話を聞ける貴重な機会です。ぜひ、お気軽にご参加下さい。
�

　相談にかかわっている子ども・若者たちは、少しずつですが元気になっています。Ｑさんは聡明な子で自分の
課題を一生懸命理解しようと必死です。何もしていないことに悩みながら。でも、アンガージュマンの通信にあ
る「支援する」との言葉に深く傷つき、しかし支援がないと出来ないとの思いもあります。Ｈさんは言葉の豊か
さを手にしながら、自己確認をしっかり進めています。人と話したいし、社会に出たいとの思いを抱いています。
皆さん、自分を受け入れる自分づくりを進めています。
�11月のカフェカルチャーは馬渕さん(横須賀共済病院カウンセラー)に来ていただきました。5人のお母様方の参
加で、充実した時間を過ごせました。不登校の子どもたちの状態についての説明を頂きました。起きられないお
腹が痛いと言っても仮病扱いしない（疑わないで、本当に辛い）。昼夜逆転の改善は難しいが、運動した方がよ
いとアドバイスをする。学校の先生の中には「病院で甘やかされてイイよね」との誤解があり、ちょっぴり悲し
い思いをします。子どもは本当に疲れきって、自分の置かれている状態(学校へ行っていない、自分の未来が見え
ない)に苦しんでいると。
�親子の関係では、親の思いを潔癖に一途に、規範意識を強く抱きながら強く受け止めてます。大人のように言
葉が多くないので、自分のことを表明できず、自分の感情を表しませんと。
�その後は、お母様方とのつきない笑顔(一部涙)のトークが続いていきました。　滝田衛
�

　harucafeのレンタルボックスもご利用いただいている鈴木洋一さんが、10/25～26の3日間、上町商盛会の収穫
祭にご夫婦で参加、独楽の色付体験をさせてくれました。江戸の独楽や玩具好きが高じて、"江戸独楽"の第一人
者にお弟子入り、今やプロの域に！　といっても、色付体験は初心者でもできるようにと、カラーペンを使った
もの。近所の子どもたち（大人も！）や、キックオフの研修生も自分だけのオリジナル独楽が出来上がり、大満
足。童心に帰って楽しみました。鈴木さんには、売上の一部をアンガージュマンにご寄付いただきました。あり
がとうございました。

　以前より山形物産市ではお米の宅配をしているのですが。お客様より「重いので配達は便利」という声をいた
だいたこともあり、お米の宅配を定期化したいよね。と言うことで議論の場を設けました。情報発信はポスティ
ングを行うとか、仕入れは白米でなのか？玄米でなのか？や、それをいつやるのか？　配達料は？　と言ったこ
とを少しずつ話し合っています。来年一月から開始致します。今回、別紙を同封させて頂きましたので、詳しく
はご確認ください。ご不明の点は、お気軽にお問合せ下さい。
�リエゾン団からのお知らせです。来年一月より、毎月一度だった山形物産市を二度行うことが決定いたしまし
た。日程がずれる事で、（収穫時期などにより）普段の物産市では並ばない物も入荷し、幅広い品揃えで行うこ
とが出来ます。どうぞ宜しくお願い致します。
�

　孫の手からのお知らせです！！  今年も残り後わずかになってきました。年末に向けてお正月飾りの販売を行
います。受付期間は12月10日（金）までです。商品は大根〆・荒神・〆縄・輪飾り・門松・玄関飾り・うらじ
ろ・ゆずりはとなっております。お渡しは12月27日10：00～18：00、はるかぜ書店にて。詳細はお問い合わせ下
さい。お正月飾りはぜひ、アンガージュマンで！

　街はもうクリスマス一色。ということで、クリスマスプレゼントにはぜひ、絵本をどうぞ。色のきれいなもの、
絵の面白いもの、大人が眺めても楽しめるものなど、取り揃えております。ラッピングも、無料で致します。ラ
ッピング講座でビシビシ(!?)鍛えていただいた腕前を実践するためにも、どうぞお申し付けくださいね！
�全国のブロガーが一斉に施設商品(作業所の製品など)を紹介するキャンペーン「１・２・３で施設商品」に参
加します。はるかぜ書店ブログ「カレイドスコープ」をご覧下さい。研修生も記事を書いています。
�はるかぜ書店は、年内は29日まで、年明けは６日より営業いたします。

革の名札入れ
　研修生も自分で作ります。

コーヒーを入れる練習も
　　　　　　　欠かしません。

販売士講座
　　　　　　　集中してます。

　12月の昼食会は、スタッフ三浦さんのバランスの良いメニューの日あり、スタッフＫさんの丼＆けんちん汁の
日あり、そして新シェフ誕生！　キックオフＩさんのカレーの日もありと、バラエティーに富んでいました。Ｋ
さんのメニューは初冬にふさわしく大根を使ったもの。葉っぱや皮まで美味しくいただきました。Ｉさんのカレ
ーはまさに男の料理！　豪快に切った具がたっぷりです。分量の計算や火の通るまでの時間も家庭の料理とは違
って、20人分を作るのは大変！？　かと思いきや、ボランティアさんの力も借りつつ、毎回賑やかに楽しく調理
しています。皆さんも、作りに！　食べに！　来て下さいね。




