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※は閉室の印ですが
事業により行います

amは 10:30～
pmは 13:30～

カレンダーの見方

14:00～16:00
保護者会

サマータイムのお知らせ
節電･暑さ対策のため、8/31まで下記の通り
サマータイムを導入いたします。ご了承下さい。
あばうと　9：30～13：00
ネクスト　9：30～16：00　キックオフ　通常通り
夜のフリースペースも今月は中止します。

忘れていませんか？
　　　　あなたの傘･コップ　

　置き傘・マイコップの整理を進めています。
　以前利用していたときのままおいてあると
いう方は、８月末日までにお引き取り下さい。
ご連絡のないものについては処分させていた
だきますので、ご了承下さい。

12:00 昼食会
      (300円)

pm　乗馬講座

12:00 昼食会(300円)

キックオフ

am 絵を描こう

am スポーツ

am ヨガ

am ヨガ

am スポーツ

am スポーツ

15:00 リエゾン会議

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)

12:00 昼食会(300円)am あばうと会議

am あばうと会議

am 英会話

14:00 スマさんと
　　　　　　話そう

am あばうと会議

am 英会話

14:00 スマさんと
　　　　　　話そう

pm ラッピング講座

am カラオケ(約300円)
am 詩を読もう

2011年 8月のアンガージュマンの予定2011年 8月のアンガージュマンの予定

am あばうと会議

14:00 ボランティア
　　　ミーティング

スタッフ会議

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

am 農業体験(長井)

am 農業体験(長井)

am 農業体験
　　　(長井)
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リエゾン団　山形物産宅配

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　　    8/11・26　　 ３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布�
物産宅配　    8/17～19　　 ３名　検品、仕分け、梱包、配達�
昼食会　      8/3.10,24,31 ３名　調理、盛りつけの補助�
通信発送作業　8/31   　    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

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

坂の上のうたごえ。　　　小幡沙央里
�♪誰もいないうみぃ～二人の愛を確かめたくってぇ～♪　父がファンクラブに入っていたという南沙織の「17歳」から
お送りいたします。さて、夏といえば海！　海ですね。誰もいないどころか夏の海は人であふれかえっております。
　先日アンガージュマンのかわいこちゃん（古い）二人と共に久里浜花火大会に行きました。毎年この花火大会で、
夏の到来を実感していますが、今年は「ガンバロウ東北」のライトアップと共に花火が上がったりもしました。花火大
会が大好きです。みんなでいっせいに「おー」とか「すごーい！」とか言えるところと、屋台の食べ物が美味しいところが
好きです。　翌日は鎌倉の海へ行ったのですが、こちらもたくさんの人・人・人。浜辺で日焼けする人あり、泳ぐ人あ
り、サーフィンする人あり。みんな楽しそうでした！　夏休みが始まればきっともっと人が増えることでしょう。二人の愛
を確かめるのはまだまだ先になりそうですね。

h a r u c a f e　☆新メニュー登場☆

暑い夏にぴったりのド リンクメニューが増えました。
アイスココア ・レモンスカッシュ ・グレープフルーツソーダ
各3 5 0円です。どうぞご賞味下さい。

　2011年７月15日(金)、第７回
灯ろう夜市が開催されました。
　上町ではもうすっかり夏の恒
例となったこのイベント。ダン
ボール製の灯ろうに一般から募
集した絵を飾り、中にロウソク
の火を灯します。今年も150を
超える応募があり、商店の分と
合わせて260余の灯ろうをアン
ガージュマンで作成しました。
フリースペースにうず高く積み
上げられたダンボールをご覧に
なった方もいらっしゃるでしょ
うか？　それをすべてカッター
で切り抜くのは意外に力のいる
仕事で、スタッフ・研修生が共
に取り組みました。

　また、はるかぜ書店では公募
の受付を担当し、研修生も受付
業務やお客様へのご説明をしま

した。
　そして、灯ろう夜市当日。
harucafeの前では、ビール・ソ
ーセージ・枝豆などを販売。は
るかぜ書店前は上町商盛会のア
イス配布場所となり、２時間前
から子どもたちで大賑わい。そ
の行列の整理・アイスの配布、
さらに浴衣のお客さんに花火を
プレゼントする係と、研修生も
大忙し。また、流し踊りの為の
交通誘導をスタッフが行いまし
た。

　上町の歩道は灯ろうの光に彩
られ、見慣れた街並みも幻想的
に。家族連れ、お年寄り、中高
生･･･浴衣を着たり、団扇を片
手に、楽しげに人々が行き交い
ます。「東日本大震災追悼」と
銘打って行われた今回の灯ろう

夜市。何気ない日常のかけがえ
のなさをまざまざと見せ付けら
れた後だけに、その大切さが迫
ってくるのでしょう。アンガー
ジュマンも、そうしたこの街の
”日常”と共に歩んでいるのだ
と実感します。

　また、今回は記録のための写
真撮影、浴衣の着付け、店頭で
の販売など、多くのボランティ
アの方にもご協力頂きました。
御礼申し上げます。
　段取りが行き届かず反省も多
いのですが、理事・支援者・保
護者・スタッフ・子どもたち・
若者たち、様々な人がそれぞれ
の形で楽しく過ごした一夜であ
れば、それが一番！　だったの
ではないでしょうか。
　　　　　　　　(石井利衣子)

上町の幻想的な一夜　第７回　灯ろう夜市

物品募集
カードゲーム　 (あばうと用 )
謄写版用具　 (冊子作成の為 )
　・ロウ紙
　・鉄筆
フェイスタオル
（3 5× 9 0センチ）
　　　　　 (乗馬講座で使用 )
書き損じハガキ
プロパン用ガステーブル
　　

14:00 カフェ
　　　　カルチャー

am お菓子作り

アイスキャンデーを配る研修生

販売の準備で大忙しです。

harucafeで寛ぐ大人たち



　７月のあばうとは、コパアメリカや、女子ワールドカップが始まった事もあり、果たしてアルゼンチンの
メッシか、ブラジルのネイマールの大会になるのか（残念ながらアルゼンチンはすでに敗退しましたが）、
というサッカーの話題や、レディ・ガガの「世界は征服できる」、「人類が困っている時に助け合わない理
由なんてあるの」という姿勢がカッコ良いという話や、野球のダルビッシュ投手の活躍が話題にあがりまし
た。ワールドカップでは、なでしこジャパンが優勝し、あばうとでも、男女問わず注目を集めています。個
人的には男子に混じって闘っても大丈夫な選手もいるような気がします。しかし男子には「侍」女子には
「なでしこ」という修飾語、不適切な使用に思えるのは僕だけでしょうか。あばうとでは７月は、みんなで
プールに行きました。総勢９名ちょっと狭いプールでしたが、みんなでやれば何でも楽しいをモットーに遊
んできました。屋内プールだったので、暑さは気にならず存分にみんなで楽しんできました。相変わらずＵ
ＮＯやアルゴなどのカードゲームも人気です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(助川英一）

　ボランティア・ミーティングは定例で毎月第二水曜日に開催しています。今月は辻村さん、幸嶋さん、
矢野さん、伊藤さんが参加してくれました。
�矢野さんの「お菓子作り」に続いて、先月から辻村さんが「絵の講座」を始めています。先月は「灯ろ
う夜市」があったので、灯ろうにつける作品づくりを行いました。「下手だからイヤ」と描くこと自体を
受け付けない人もいたそうですが、興味をもっている子ども・若者は多く、無心に取り組む姿が印象的で、
それぞれの個性を発揮し、表現力の豊かさには目を見張るものがあったようです。今月はちい散歩でお馴
染み「絵手紙」を行うとのことでした。
�それぞれが担当している活動での報告のなかでは、かかわってくれる子ども・若者が増えてきているそ
うです。
�今月から「夏の市民活動体験」も始まり、すでに４名の方々が手を上げてくれています。より多くの市
民の方々にかかわっていただけることでしょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石川隆博）

　毎月、お菓子作りをしている矢野です。
�ボランティアを始めて一年が経ちました。フリースペースに通う子供達や研修生、スタッフに手作りの
味を味わって貰いたいと思っています。何でもかんでも買えば済む世の中です。だからこそ手作りがいい
と思っています。無添加にもごだわっています。自己満足？（笑）
�これからもお菓子に限らずいろいろな食べ物に挑戦していきます！
�

あばうと

ネクス ト

ボランティア

ネクス ト

リエゾン団

相談＆カウンセリング

保護者会

はるかぜ書店＆h a r u c a f e

　リエゾン団では、研修生Ｋ君が一般企業での研修という事（Ｋ君研修頑張れ！！）で少ない団員が又さら
に減少し、各団員の仕事量が増え、毎月初めに決めている日程表に沿って仕事を行う事が難しくなって来て
います。
�今回の宅配では、在庫管理がしっかり行き届いてはおらず、お客様にご迷惑をお掛けする場面も出てしま
いました。在庫管理は以前から課題になっていて、入出庫伝票を書いてＰＣで管理をしているのですが、な
かなか定着せず、入荷時に個数と原価の確認しただけで終了してしまうという現状を変えていくのはなかな
か難しく、いかに改善するかを話し合う必要があると考えております。　　　　　　　　　　　(石川藍）

繰り返す問い　あるカウンセリングから
�
�家から出ない子どもたちがいます。「せめて家を出てくれたら」と涙声の母親の前に、言うことを聞か
ない子どもがいます。最愛の母親や父親の気持ちに従えないくらい、子どもの不安や悩みが大きいという
ことが分かりにくいのです。子ども自身も言葉にならない、説明できない不安や悩みに怯えています。自
分を取り囲む視線や態度に押しつぶされ、目に見えない恐怖感や拒否感（嫌と言ったら嫌なんだ！）に苦
しむ子どもがいるのです。学校へ行かなければならない、学校へ行くのが普通のことと認識していればし
ているほど、学校へ行けない自分の行動は訳の分からない悩みなのです。「学校へは行きたくない」「こ
ういうことがしたい」と言えれば子どもも楽なのです。残念ながら「学校へ行かない選択はない」のです。
学校へ行けない訳ですから不登校に追い込まれ、子どもは孤立してしまいます。選択の余地がない社会環
境があるのです。経験の浅い子どもが抱える心の葛藤に暖かな手、理解し許す周囲の笑顔が必要です。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(滝田衛)

「新しい公共」に期待する　～偏見に目を向けるために～�
�元首相鳩山氏の「新しい公共」演説が２年限定で財源を伴い、ＮＰＯ(特定非営利活動法人)団体等の基
盤整備等事業を県市町村と協働で進めていく事業として具体化された。奈良時代の行基(僧侶　道路や病
院を民衆と共に作ったとされている)の例ではないが、私達には奉仕・慈善の「お互い様」が脈々とある。
市民寄付に基づく諸外国ＮＰＯ活動に習い日本で法制化されて１０年、財源や協働の課題に着手する動き
が「新しい公共」でもある。本法人は理事・会員の財政と活動支援、スタッフの自助努力、利用者の理解
で安定的事業展開、県市民間の助成金支援、そして商店街の協力で８年継続できた。
�しかし常に財政・活動では薄氷を踏み続けている。何故なら不登校・ひきこもり支援は「怠け者」「弱
者」偏見と向き合う事業だからである。既に親たちは「(小学校入学時)子どもが不登校にならないよう
に」、若者たちは「(就職に際して)ニート・ひきこもりになりたくない」との脅迫観念を抱いている。偏
見は社会の“安全弁”として機能する、恥ずかしいことである。当事者も社会も不登校・ひきこもりへの
偏見がある、だからこそ根が深い。改めて不登校・ひきこもりへの偏見に距離をもちたい。社会との関係
で不登校・ひきこもりを問い直していただく機会に「新しい公共」をと願っている。     　　(滝田衛)

　最近のはるかぜ・harucafeは研修生がちょっと少ないです。二人の人が卒業していきましたし、震災で
中断していた協力会社さんでの職業体験を再開し、一人の研修生が週２日そちらに通っているのです。
�人数が減ってみると、以前は受身で仕事しているように見えていた人達が知らず知らずのうちに、動か
なきゃ･･･ということになるのでしょうか･･･しっかりやってくれています。これからも一歩ずつゆっくり
進んでいきましょう！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三浦恵子）

　はじめまして！｢安倍千央｣です。さてこの名前、何と読むでしょう？「あべちお」ではないです。
正解は「あんばいちひろ」です。はい、読めませんね。覚えていただけたら幸いです。
�秋田で生まれ育ち埼玉、東京でフラフラし、この度猫１匹人１人で横須賀に流れてきました。横須賀に
来て早々、我が家に黒猫が居座りはじめました。首輪もしていてとても綺麗な黒猫なのですが、追い出し
ても追い出しても戻ってきてしまいます。仕方なくお世話をしつつ、飼い主探しをしています。心あたり
のある方はご一報を。
�毎日アンガージュマン近辺をうろうろしつつ、マイペースに過ごしています。どうぞよろしくお願いし
ます。

　アツい夏ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。アンガージュマンは夏ではなくとも、いつもアツい
です！！　学習サポート・ネクストでは一対一の個別授業を行っています。この春より新しい講師の先生方
も加わって、より一層アツい授業が繰り広げられています。この春までと異なり、先生方にはネクスト以外
でも関わってもらっています。あばうとやリエゾン団、昼食会などでも力を発揮していただいています。そ
のことにより、子どもたちとの接点が増え、コミュニケーションも取りやすいようです。のみならず、アン
ガージュマンに主体的に関わっていただいていることにより、全体の活動への理解を深めて下さっています。
　また、横須賀市生活福祉課や葉山小学校ことばの教室とも連携し、子どもたちへの多様な支援を試みてい
ます。新しい取り組みですから至らないところもあろうかと存じます。今後もご協力のほど、よろしくお願
いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(島田徳隆)

お豆腐と一緒に
　　リンゴジュース冷えてます 。

サクランボ
今年もたくさん食べました☆

はるかぜ書店で絵本のよみきかせ 工夫を凝らした作品が
　　　　　　　　　　上町に並びました。




