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2011年　6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
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amは10:30～
pmは 1:30～

カレンダーの見方

学習サポート

さかのうえのひとたち

色々な方の集まり、学び合い励まし合いが保護者会の目的
�
�連休最終日の５月８日(日）、保護者会が行われました。アンガージュマンは創設時より自発的な
親たちの自助グループ活動を尊重してきました。５年を経て自助グループ活動は世代交代を迎え、２
年前より”親の会”を１時間開き、その後は各グループに分かれる形を取ってきました。しかしここ
１年、保護者会の参加者は10人程度、グループ活動に分かれても話し合いが出来なくなりました。そ
して、その実態は「法人を利用している子ども・若者の保護者が自助グループ活動に参加しているの
は少数、多くは活動に参加されていない方の保護者が自助グループ活動に参加している」です。
�法人は４月に会員の皆様に再考いただくお願いをし、５月の保護者会となりました。
�
�様々なお考えがあると思いますが、子どもの成長に悩む親達が交流し、互いを理解し支えあうこと
が、子どもの成長に何より効果があることは自明のことです。親子が優しく暖かな眼差しで理解しあ
うことが、何より大切です。子どもが成長するのは当然ですが、親も子育てを通して親として成長し
いきます。より良い大人、より良い人として成長していく為には、親達相互が交流し理解し支え合う
ことが必要と考え、親の会や自助グループがあります。親達の安心した姿が、孤立した子ども達の安
心を提供すると思います。
�
�そこで、自助グループ活動を解散し、親の会を改め「保護者会」の結成を報告します。子どもの成
長を願う保護者として、お互いに成長しあうことを願います。保護者とは一人の子どもを取り巻く両
親・祖父母・親戚・知人等などです。当然ですが法人スタッフも仲間に入ります。一人の子どもを大
切に育てていく育ち合いの保護者の輪を、大きく育てたいと考えました。
�５月保護者会に参加された14人の方々のお声を紹介し、上記「保護者会」提案の御報告に代えさせ
ていただきます。　
�
Aさん「今日は楽しく話を聞き、話をさせていただきました。次回以降も、出来るだけ出席いたしま
　　　す。」
Bさん「今日は若いお父さん方の出席もあり、お話が聞けて参考になりました。家は父親がなくなり
　　　ましたが、今までも父さんはどんな人だったか聞かれます。いろんな家族像、家族ってそれぞ
　　　れがマイノリティーであって、それぞれで良いと思います。」
Cさん「毎回とっても参考になります。参加しないと分からないことは多いと思います。通信等で親
　　　の会で話した内容を報告するのもいいのではないかと思います。」　　　　　裏面へ続く･･･
　　

　昨年から髪を伸ばし始めて、やっと肩に垂れかかるようになってきました。「メタラーなら長髪だぜ」、
と思ってバンダナをしたら、秋葉原の人だと指摘されました（悲）。確かに服装にはこだわらないたちなの
で、どちらかと言えばそちらに近いかも…。しかも少し太め。過去を振り返っても髪を伸ばすと周囲の評判
は、常に悪かったような気が、しかしこれでいいのだ。私はわが道を行くのです、髪は長い友達だっ！

皆さんの感想から見えてくる、保護者会のあり方とは･･･

さ か の う え のひ と たち 助川英一

※

横須賀市不登校支援

ハートフル
　　フォーラム
　総合福祉会館
　13：00～

教育委員会と
フリースクール
　　　　　による

不登校相談会
県立青少年センター

（別紙参照）
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pm 乗馬講座

pm 散歩

pm 散歩 pm コラージュ

pm 散歩

pm 散歩

pm 散歩pm 絵を描こう

pm 絵を描こう

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

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。

2：00 保護者会

～4：00 終了

　イベント　　　　日付　　　　　　　定員　　　　　主な活動内容
�
�ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ　　　土日祝日除く　　　５名　話やゲームの相手、ともに過ごす�
�物産市　　　　6/10・24　　　　　３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布�
�物産宅配　　　6/22～24　　　　　３名　検品、仕分け、梱包、配達�
�昼食会　　　　6/1.8,15,22,29　　３名　調理、盛りつけの補助�
�夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ　6/3､10,24  　　　 ５名　ともに過ごす�
�通信発送作業　6/29午後､30午前　 ３名  通信の折り、封入、封止め�
�下校時の防犯　平日14:40～16:00　２名　町内の巡回、見守り　�
�
　物品寄付募集　扇風機　　　　　　５台　節電・暑さ対策のため�
�差し上げます　クールファン　　　１台　詳細は、事務局まで　　　　　　

参加希望・物品提供下さる方はご連絡下さい。046-801-7881　担当　石川隆博

リエゾン宅配

リエゾン会議は
毎週水曜日
15：00～です。

山形物産市
inふれあい
フェスティバル

総合福祉会館
　10：00～

18:30　総会
　　　懇親会

学習サポート

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

夜のフリースペース　金曜不定期　18:00～

総会のお知らせ

　会員の皆様には先にお知らせした通
り、６月17日(金)18：30より、2011年
度通常総会を行ないます。
　ご出欠の連絡がまだお済みでない方
はお願い致します。
　また、懇親会も予定しておりますの
で、併せてのご出席をお願い致します。

am 農業体験
      (長井)

大人のためのフリースペースです。食べたり、飲んだり、ゲームをしたり
まったりと過ごしています。参加は実費。どうぞお越し下さい。

今月のボランティア募集

昼食会
　最近の昼食会は毎回20人程度
が集まっています。
しっかり食べて身体作り、そし

て様々な人とのコミュニケーションの場として
賑わっています。今月は、スタッフＫさんや、
研修生Ｓさんもシェフとして登場するかも?!
メニューのリクエストは三浦まで。

カフェカルチャー

「ひきこもりについて」
和やかな雰囲気のカフェでお話しし
ましょう。
参加費1,000円　お茶代別
申込は　046-801-7881　滝田まで。

6/24（金)14:00～harucafeにて



･･･巻頭より続き
Dさん「公立機関ではこのような内面的なトラブル対応は困難。私ども母子も父親の急死ショックで不登校経験、
　　　今47歳、様々ありました。感情を司る右脳と知識理解を司る左脳があるが、社会的な様々な活動を通し
　　　て右脳の栄養を豊にすればパワーがわき出ます。親が変われば子も変わる、グループホームを作れれば
　　　いいですね。」
Eさん「家族のあり方、状況は様々ですが色々な方々のお話が聞けて、こういう形の親の会はとっても良かった
　　　です。親としてまた一人の人間としても生きるエネルギーを頂きました。今日はありがとうございまし
　　　た。」
Fさん「いろいろな経験話を聞きました。前回参加も同じような話でした。この辺を、今後変えて行った方が良
　　　いのでは？」
Gさん「同じ悩みを抱えている方たちと包み隠さず色々な話が出来ることは、大変助かります。今後の方向性に
　　　ついては、現状の活動内容を継続して頂くことを希望します。とにかく皆さんと話し合える場を続けて
　　　欲しいです。」
Hさん「皆様の話をもっと聞く時間を取って頂けると良いと思います。」
I さん「私と息子がまず第一歩ここに来れたらいいな、と思っています。」
J さん「お父さんお母さんにはもっと笑って頂きたいと思います。子どもは私にアンガージュマンを見つけて
　　　くれて『ありがとう』と言ってくれました。私は子どもに運転できるようにしてくれて『ありがとう』
　　　と言いました。感謝。」
Kさん「辛い思いの共有という意味では“親の会”“自助グループ”が保護者会と言うことで統合されても良い
　　　と思います。また宜しくお願い致します。」
Lさん「色々な方の集まり、学び合い励まし合いが保護者会の目的でしょうか。学ぶことたくさんありますね。
　　　親の、人としての生き方学び方ですものね。」
Mさん「今日は大変勉強になりました。ありがとうございました。」
�
�さて、当日は「あきらめない」「あきらめる」が論議されました。子どもの不登校やひきこもりの状態への
親の思いが子どもを追い詰めている不安を巡っての話でした。どんな状態の子どもであっても「子への信頼」
が結論でした。母親と父親とスタッフが様々交流できる安心が、そこにあったように思いました。皆様は如何
でしょうか・・・。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝田衛

　5/11のボランティア・ミーティングは、ボランティアの皆さんに運営も含めてお願いしました。今回は幸嶋
さん、辻村さん、矢野さんが参加してくれました。
�４月のお菓子づくりでは「ピザづくり」。生地を発酵させてから、みんなで伸ばして、トッピング、焼
き・・・そして試食？！　今回は昼食会ぐらいの規模となり、「家庭の味っぽくて、おいしい」、乳製品のア
レルギーを持っている子から「（チーズの代わりに豆乳を使って）久しぶりにピザを食べた」など好評でした。
５月はかしわ餅、６月はうどんの予定です。お楽しみに！
� 昼食会では研修生も加わり、準備を行っていますが、ひとり一人の対応について迷うことがあるとのお話。
ボランティアが感じる迷いや悩みなどの話ができる場にボランティア・ミーティングがなっていきそうです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川隆博

　５月は、今年初めて海へ行きました。長者ヶ崎では、へそ石を探したり、
石飛ばしを一緒にしたり、ボールで遊んだり、タコを捕まえようとみんな
波打ち際で悪戦苦闘！　と、楽しい時間を過ごしました。あの日はとても
暑かった。
�また別の日には「はまゆう公園」でサッカーをしたりもしました。はま
ゆう公園では、お金を出し合ってサッカーコートを一面借りて、久方ぶり
に思いっきり走って、ゴールネットに向かってシュートをけりこみました。
この日もとても暑く、ペットボトルの水をあっという間に飲み干してしま
いました。でも、青空の下で運動するのは気持ちいいものですね。梅雨に
入る前に、たくさん外に出かけられればと思います。今からこんなに暑く
て今年は、どんな夏が来る事やら。　　　　　　　　　　　　助川英一

　５月の山形物産市では新たな農家さんからの品物が加わりました。山菜を扱っているそうで「こごみ」が送
られてきました。こちらでは、こちらではあまり見かけない山菜などが送られてくると、山形っぽくて嬉しい
ですね。物産市には、こうして季節ごとの山形の味覚が届いています。天候の影響などに入荷が左右されるた
め、事前に何を販売できるかお知らせするのが難しい面もありますが、最新情報はリエゾン団ブログでチェッ
クしてくださいね。６月の物産市位から桃やサクランボ等の果物が登場してくると思います。去年の販売では
辺りに果物のいい香りが広がっていました。臨時即売会も予定していますので、こちらも決まり次第ブログに
てお知らせします。
�さて、最近のリエゾン団員の様子ですが・・・。最近は仕事に慣れたのか、予め決められたすべき事が、日
程に間に合わなかったりします。宅配では、商品の入れ忘れ等があったので、「今一度チェック」を徹底して
いく必要があると考えています。
　いつも山形から美味しいものを届けてくれる、そして農業体験でもお世話になっている山形県新規就農者ネ
ットワークが、新たに新農業人ネットワークやまがたと名前の変更をされたとのことです。メンバーに新しい
農家さんも加わってさらにパワーアップ!?　リエゾン団としては、変わらずに顔の見える関係を作っていけれ
ばと願っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川藍
�

商店街との連携　ゴーヤのグリーンカーテン作り

　今年もゴーヤのネット張りの季節がやってきました！　今年は、蔓の重さでネットがたわんでしまうのを
防ぐため、中央にロープを一本追加するという作業が加わりました。これが、中々大変。狭いアーケードの
上では中々作業が進まず、いったん建物の中に取り込んで行いました。ネットは数年使い続けているため、
所々破れている箇所も修復し、準備完了。しかし、それをアーケードから下ろして、丁度よい高さに固定す
るのが、また一苦労。ネットの張り具合や上下のバランスを、見えない歩道にいるメンバーと大声でやり取
りしつつ調整します。高所での作業のため、常に注意が必要です。また、滑りやすいロープを手すりに縛る
のも難しい･･･。　天候の合間をぬって、約２週間掛けて作業を完了しました。
　いまはまだ小さなゴーヤの苗ですが、あっという間に伸びて、歩道に照りつける日差しをさえぎってくれ
るようになるでしょう。今年は、節電の重要性もよりいっそう高まっています。みなさんも、目にも涼しい
グリーンカーテンを試してみてはいかがでしょう。そして上町にお越しの際は、アンガージュマンのみんな
で準備したグリーンカーテンの成長をご覧下さいね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井利衣子　
　

新緑の中を海に向かって

水切りが一番上手いのは? タコ・ウニ・アメフラシ☆ 堤防の上でマッタリも良し♪

　道路周辺瓦礫の山、塩害で赤茶けた木々、皮に浮かぶお寺の屋根などなど、映像・写真で長野秀一さん
(長野ﾍﾟｯﾄ病院　本法人理事)は報告してくれました。地域差による支援不足は情報管理の問題と提言。また
支援の多様性を、特に動物愛護支援の視点で厚く語ってくれました。
�石川隆博さんは、３･11以来の情況を整理報告する形で、特に子どもや女性支援の視点、ボランティア支
援のあり方について報告してくれました。写真の中の子どもや女性の笑顔が印象的でした。当事者意識と支
援者意識について示唆をいただきました。
�吉田市長が特別参加、長野氏の放置自転車寄贈に理解を示した経緯を補足した後、横須賀市の震災支援や
今後の震災対策についてお話頂きました。
�意見交換では、地域交流及び地域活動の世代交代の必要性と、日常的な地域活動の重要性について交流で
きました。改めて、子ども若者支援と地域交流のマッチングの大切さを確認しました。
�同時に今後も被災地の復興支援を具体化していくことも共有した、あっという間の2時間でした。商店街
のＭさん、市役所のＷさん、ご参加ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　滝田衛　

　今年のネクストは少数精鋭で行っています。生徒も先生もみんな知り合い、というフレンドリーな関係です。
講師にあばうとの担当者小幡さん(通称さおちゃん)も加わり、生徒たちにとって親しみやすい雰囲気になって
います。
　あばうととネクストが隣り合っている関係は盛り上がる時は時に騒がしくなりますが、お互いに行き来出来
る関係はとても大切なことでもあります。これから更にユニークな取り組みを考案中です。　　　島田徳隆

あばうと

震災報告会 5/18に吉田市長も交え17名で実施されました。

ネクス ト

ボランティア

リエゾン団

キックオフ

　毎週月曜の午後に研修生を対象とした「はるかぜ講座」を行なっています。まずは、書店での研修の基礎
となる出版流通の仕組み、書店販売の基礎知識を学びます。接客マナーはテキストに基づいてケーススタデ
ィ。その後、自店ではどう行かせるかを考えて行きます。コミュニケーションの向上を図るため、挨拶や意
思疎通の重要性についても繰り返し伝えていきます。また、自分を知り、表現する為のワークなども取り入
れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　はるかぜでは、修悠館高校・坂本中から職業体験を受け入れます。賑やかな中で、研修生にとっても、新
たな人との出会い。教えるという中での気付きがあればと思います。
　harucafeでは5/26にクラフトdayとして、レンタルボックスの作家さんにお集まりいただきました。交流
を深める機会となり、今後も継続予定です。日程ははるかぜブログにてご確認下さい。　　　石井利衣子




