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アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意

2011年　9月のアンガージュマンの予定 y
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サポートプラザ
(桜木町）
　11:00～15:00

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　　　　9/9・26　　　 ３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布�
物産宅配　　　9/14～16　　　３名　検品、仕分け、梱包、配達�
昼食会　　　　9/7.14,21,28　３名　調理、盛りつけの補助�
夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ　9/2,9,16,30   ５名  ともに過ごす�
通信発送作業　9/30       　 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　

模擬店で被災者の皆さんをおもてなし☆

　  キャンプ
 in 三浦
 ふれあいの村

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)
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キックオフ

am 農業体験
　　　(長井)

am 農業体験(長井)

am ヨガ

am 絵を描こう
am ヨガ

pm ラッピング講座

2:00  GO！GO！囲碁

2:00  GO！GO！囲碁

2:00  GO！GO！囲碁

2:00  GO！GO！囲碁

2:00  ラッピング講座2:00  スマトーク

2:00  スマトーク

2:00 カフェ
　　　　カルチャー

pm GO！GO！囲碁

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会
　　　(300円)

pm 乗馬講座

保護者会
14:00～16:00
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am 英会話
pm ヨガ(予定)

2011年  9月のアンガージュマンの予定

am Yukoと英会話

am Yukoと
     英会話

pm 乗馬講座

am お菓子作り

harucafe
レンタルスペース　２時間　1000yen～
レンタルボックス　１ヶ月　1500yen，2000yen
カフェ　coffe　350yen
　　　　tea　　350yen
　　　　バナナジュース　300yen　　・・・etc．　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヨコスカ濃いめdeリエゾン団がお届けする

山形物産のおまかせパック

2300円
旬の味覚が盛りだくさん。何が入るかはお楽しみに！　
リエゾン団員がお宅まで配達します。
9月分の受付は9/6(火)まで。お早めに！
TEL　046-801-7881　アンガージュマン内　リエゾン団　

（横須賀・逗子・葉山地域限定）

リエゾン団　山形物産宅配

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

pm スポーツ

pm キャンプ説明会

pm 詩を読もう

am 詩を読もう

am 詩を読もう

pm スポーツ

pm ボランティア
　　　ミーティング

pm カラオケ

pm カラオケ

pm スポーツ

am 映像編集

am 映像編集

am 映像編集

pm スポーツ

pm あばうとﾐー ﾃｨﾝｸ゙

pm あばうとﾐー ﾃｨﾝｸ゙

pm 図書館でまったり

pm 図書館でまったり

pm 図書館でまったり

pm スポーツ
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クラフトDay　9/22（木）
　　1:00～5:00　入場自由
作家さんの制作風景をのぞいたり、
ミニワークショップで作品作りも。
お気軽にお立ち寄り下さい。　

絵本のよみきかせ
　　9/20(火)　3:00～4:00

さかのうえのじょしかい。　　あんばいちひろ
�
�最近アンガージュマンの間では秘かに「女子会」が幅を利かせ始めている。（と言っても、あんばいがアン
ガージュマンに来始めたのはここ２カ月ほどなので、本当にここ最近幅を利かせ始めたのかどうかは分からな
い…）
�それにしても、「じょしかい」！！　なんて甘美な響き。そこでは儚げな女子たちが集い、優雅にお紅茶を
いれ、とろけるようなスイーツに舌鼓をうちながら、甘い話に花を咲かせる･・・・・・・・・・といいなぁ。
�実際は女子の女子による女子のための単なる飲み会ですが。ゆったりまったりお酒を飲みつつ、ゆったりま
ったり話をします。そこは女子なので、気が付いたら６時間ほどしゃべり続けたりしているわけです。これは
自分のことながら、心底驚いた。いつの間にこんなに話していたのか。女子のおしゃべりはつきないのですよ。
�女子の話と言えば…やっぱり恋バナ？いえいえ、それ以外の話も色々しますよ。軽い話から重い話まで…で
もま、恋バナが一番盛り上がりますよね。やっぱり。正直この年になっても（といってもまだギリギリ２０代
ですが！）まだ恋バナで盛り上がれるんだと、ちょっと嬉しいです。
�男子会ではどうですか？　ってか男子会とかないですか？�アンガージュマンは男性が多いので、是非男子
会の開催を。って、ただの飲み会か？
�この夏は女子会に始まり、花火に行ったりバーベキューをしたり、いっぱいアンガージュマンの方々と遊ば
せてもらいました。お酒を飲んでばっかりだった気もしますが…ありがたいことです。
�女子会の開催は不定期です。というか特に決まっていないのでまだ参加していない女子の皆さま、是非お声
掛けください。男性の方々、基本的に参加は不可ですが、スカートをはいた場合のみ可とさせていただきます。
どこまでが本気でどこまでが冗談かは、皆さまの判断次第です。

�【被災地のいま】
�８月11日で５ヶ月が過ぎました。お盆を迎え、鎮魂する被災地の方々の姿を通して、被災地での復興の一歩
を踏み出したことを取り上げた報道が多く見られました。
�５月中旬に「震災報告会」をした後も、７回ほど被災地を訪れ、物資の提供、献本の整理・データ作成、炊
き出しや傾聴活動などを行ってきましたが、未曾有の被害をもたらした大震災は広域で、場所によって状況が
かなり違うと感じます。私が訪れている岩手県ではがれきが積みあげられ、撤去を待つ建築物、その中を雑草
が生い茂る光景が目に入ってきます。遠野まごころネットの荒川副代表にお話を伺ったところ「仙台までは交
通の便も、金額的にも安いが、岩手だとそうはいかない、来るには遠い。」とのことでした。岩手県は日本で
２番目の面積を持ち、内陸部を走る東北道や東北新幹線から沿岸部までは１時間半は必要です。首都圏からで
は宿泊も必要になります。現況を打開する一例として、県の災害ネットワークでは、岩手県遠野市に宿泊施設
「かながわ金太郎ハウス」を設置し、沿岸部支援の活動拠点にしています。また市社協では、岩手県山田町に
被災地支援ボランティアバスを運行し、参加を呼び掛けています。
�
　【人との関係で生きるということ】
�被災地で目にする光景は刺激的ですが、子どもが高校生
と大声を出して遊び回る姿を、うれしそうに見つめる大人
たちがいました。子どもや若者の笑い声や笑顔、その存在
そのものが地域の人々に力を与えていることを感じます。
また反対に大人に役割を与えられて、叱咤激励されながら、
認められ、自信をつけ、逞しくなる高校生の姿に次代を託
す大人の気概を感じました。子ども・若者の元気が地域を
明るくしています。被災地から当法人に戻ってみると、書
店や商店街のイベントなどを通じて、さまざまな方が出入
りする中で、子ども・若者を育てる環境があることを改め
て実感します。　　　　　　　　　　　　裏面へ続く･･･

new!

カフェカルチャー　

　　9/30(金)2:00～4:00
今月のテーマは不登校。
どうして、学校に行かないの？
毎日、何を想っているの？
大人･子どもそれぞれの立場から
何が見えるのでしょう･･･
カフェで一緒にお話しませんか！

参加費1,000円　(ドリンク別)
申込は046-801-7881　滝田まで

サマータイム終了の為、
利用時間が下記の通りとなります。
ご不便をお掛けいたしました。

あばうと　　10:00～16:00
ネクスト　　10:00～21:00
キックオフ　変更なし　通常通り　 被災地を訪れて見えたもの･･･



あばうと

ボランティア

ネクスト

リエゾン団

相談＆カウンセリング

講座ピックアップ～乗馬～

巻頭より続き・・・

【法人の取り組み】
�今回の震災を受けて、緊急時対応での不備が明らかになり、職員、利用者を含め地震発生後の状況について聞き取り
行い、緊急連絡先や避難場所の確認、当法人を離れて行動している際の対応などについて再確認を行いました。今回、
保護者の皆さまにも改めて緊急連絡先を確認させていただきます。災害伝言ダイヤル「１７１」の活用や比較的つなが
りやすい公衆電話の場所の確認、ご家庭での災害時対応、取り決めなども重要なことを認識しました。
�

【他人事ではない】
�猛暑や突然の激しい雨、日本は自然災害の多い列島ともいえます。横須賀でも、地震だけではなく、台風などで大き
な被害に見まわれた経験があります。７月には、文部科学省地震調査研究推進本部による活断層調査では、三浦半島断
層群で地震発生確率が高まった可能性があるとの結果が出されました。「備えあれば憂い無し」という言葉のとおり、
万が一の時の備えが必要だと感じます。横須賀市ではホームページを通じて、市内の標高マップの掲載を始めました。
また防災マップや土砂災害ハザードマップなどの情報も掲載しています。
�

【私にできることを考え続ける】
�今回の震災では、地震、津波、原発、そして風評被害と４つの災害がそれぞれで、また複合して大きな被害をもたら
しました。被災地での地域再生にどのぐらいの時間を要するのか？現地でお会いした方々には、先の見えない不安と全
てを失い焦燥感から抜け出せない状況の方、後ろを振り向かずにできることをやろうと考え、復興に向けて力を注ぐ方、
町の復興を見据え、子ども・若者に希望をつなごうとする方など、さまざまな想いが交錯していることを感じます。日
本文学研究の第一人者で震災後、日本に帰化し、永住することを決めたドナルド・キーン氏は終戦後通訳として来日し、
焼け野原の東京を見て、復興には50年はかかると思ったそうです。終戦後と重なるのはこれまでの価値観が否定され、
新たな価値観を受け入れる状況にあることです。もともと資源に恵まれない日本は、人こそ大きな力だったと思います。
今一度この震災にあたって「私にできること」を考え、行動していくことの大切さを感じます。「人の力」を発揮する
時だと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(石川隆博)

　8/9のボランティア・ミーティングから、ボランティアによるボランティアのためのミーティングとしてリニュー
アルしました。今回は矢野さんが司会進行を行い、幸嶋さん、辻村さん、、伊藤さんが参加してくれました。
�７月は「灯ろう夜市」の話題が盛りだくさんでした。出店の運営（準備、配置、片付け、売上など）について、気
にかけていただくとともに、横浜修悠館高校の生徒さんをはじめ女性の方々の大活躍やフリースペースを利用してい
る中学生たちのお手伝い、手作りでアットホームな夜市の雰囲気に讃辞をいただきました。しかしアイスやかき氷、
花火の無料配布では混乱もあり、お叱りをいただいたとの報告もありました。また当法人が商店街で欠かせない存在
であることを再認識する機会になったとの声もありました。
�さらに定期的な子ども若者とのかかわりを通じて、笑顔のかわいさなど表情の変化や優れた個性を発揮する場面に
遭遇したとの声もありました。
�今夏の市民活動体験を通して、多くの方々にボランティアとしてご協力いただき、感謝申し上げます。　
�10月５日（水）には、「第２回ボランティア大集合！」として、ボランティア交流会を行いたいと思います。追っ
て時間など詳細をお伝えしたいと思います。ぜひ５日にお集まりくださいませ。　　　　　　　　　　　(石川隆博)

　８月は、振りかえると「猛暑」という言葉しか思い浮かびません。フリース
ペースでも丸刈りの子が増えました。なかなか言えないのですが、「さわらせ
て」といってさわってみると、やっぱりこの感触か！　きもちいい！　と思い
ました。もちろん自分は、丸刈りにする気は、まだまだありませんが。
　フリースペースでは、この暑さで、当然外で走り回るという気には、皆なら
ないので、主に室内でUNOやジェンガや囲碁、オセロをして過ごしました。絵画
では、みんなで葡萄やメロン、瓢箪の絵をかきました。運動はプールへ行った
り、卓球をしたりしました。８月は元気一杯な小学生が通ってきているので、
一生懸命、昼食づくりをしてくれたり、ポケモンについて皆に教えてくれたり
しました。赤ちゃんの世話をする中学生のほほえましい姿も見れました。更に
クリスマスに向けて歌唱団も結成されました。その名もなんとザビエルズです。
リーダーはジョージ・ザビエルです！　さて誰のことでしょう？　(助川英一)

　８月のリエゾン団には、横須賀市立市民活動サポートセンター主催の夏の体験ボランティアと言うことで４名の方
に山形物産市へお手伝いに来て頂きました。主に団員と研修生達と共に販売に関っていただきながら、ある人には、
商品をどうしたら美味しく食べられるかけるかと言う推奨販売をしてもらったり、宅配用のチラシを店頭にて配布を
してもらったりと、暑い中屋外での活動でしたが、積極的に参加して頂きました。
　現在、物産市を開催する前には、扱う商品について多少調べる程度ですが・・・。正直心許ないのが現状です。今
後は推奨出来るくらいの商品知識と、その商品知識を生かして試食等を出していきたいものです。        (石川藍) 

          よりよいサポートを目指して
�
�８月23日（火）にネクストミーティングを行いました。開催の主旨はネクス
トだけでなく、アンガージュマン全体のスタッフのコミュニケーションを図る
ことです。従来のやり方に�捉われることなく、新たに取り組めることは何か
議論しました。
�まずはアンガージュマンの理念の再確認。活動は生き物であるということ。
貧困の状況が極めて深刻になりつつあるということ。若者たちの再チャレンジ
の機会が少ないこと。街場の中での居場所づくりの意義。
�学習については子どもたちを講師一人で抱え込まないことを確認。みんなで
育てるという視点を改めて共有しました。ネクストは一対一の個別指導が売り
物ではありますが、フリースペースなどの多様な事業を展開するアンガージュ
マンの資源を最大限に生かします。�関わるスタッフや支援者を巻き込んでの
育ち、それはまた大人たちが上からの目線ではなく同じ目線で寄り添うことが
重要であるということです。これからもみんなでアンガージュマンを作り上げ
ていきましょう！                                          　(島田徳隆)   

特別編　「仲間のおかげで成長できた」　ＳＡさん手記
�
�キックオフを１年受講したＳＡさんが社会参加を実現。緊張と嫌々気分の初期、切り替えと黙々仕事する中期、就
労への挑戦と笑顔の後期、ＳＡさんの変化をスタッフ一同実感し、嬉しい限りです。頑張りすぎないことをアンガー
ジュマンで学んでくれたと思います。１年以上前にご両親と相談した日を思い出します。自分らしい働き方を期待し
ています。
�
�「(良かったことは)色々な人と関われたこと、ここで研修できなかったら仕事をするのにもっと時間がかかってい
たと思います。書店やリエゾン団・商店街での仕事で、空白期間を埋められたことも良かったです。キックオフ研修
ではわかりやすいマニュアルが必要と感じました。(スタッフが)親切にして下さったことで楽しく過ごせました。本
当に感謝しています。卒業は少し寂しいです。またキックオフ仲間の皆さんのおかげで成長できたと思います、あり
がとうございました。追浜日産工場で車のシート組み立ての仕事をします。」
�
�社会的ひきこもりは個人の課題ではありません、社会問題です。ＳＡさんは自分の責任として背負い込んで悲観し
て～言いすぎです(笑)～言葉を行動を押し殺していました。冒頭で述べましたように１年の時間経過の中で自己を解
放し、自己責任から解き放されたとスタッフは実感です。９月から支援企業で研修を始める人の励みになりそうです。
よかったら、お家にいる若者もキックオフに参加しませんか！　スタッフと仲間が待ってます。まずは相談です。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(滝田衛）

岩手県大槌町　瓦礫の残る道 子どもたちは元気にドッジボール 献本の受付をする大学生

白熱!?　ミーティング中！

絵の講座　個性が出てます

乗せてくれてアリガトウ！ 白黒つけよう！　オセロ対決 POP作り　「オススメは･･･」

　前回は悪天候の為お休みだったので、２カ月ぶりの乗馬講座。空は秋でも、気温は真夏。それでも、高台にある馬
場は爽やかな風が吹いています。
�今回から、今まで乗せてくれていたベックに替わって、サクラ登場です。まずは、馬具の装着。馬の体を軽くブラ
ッシングして鞍を乗せます。馬の状態によって鞍の下に敷くものも変わってきます。腹帯を締めて、鞍を程よく固定
します。それから、頭絡（口に咬ませる金具と手綱）を装着します。準備が出来て、馬場に出発。乗る前にもう一度
腹帯を調整して、鐙の長さを合わせ、乗馬開始！　初心者には、乗馬クラブのスタッフの方が丁寧に(かつ厳しく!?）
指導してくれます。慣れてきたら、自由に場内を走らせることも出来ます。(そこまでの道のりは･･･長～いものです
が･･･)　
　背中に乗せてもらいながら、言葉を越えたコミュニケーション。いつか、とれるようになりたいものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(三浦恵子)
�




