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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10月のアンガージュマンの予定 y
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前略･･･坂の上から　石川藍�
�私がＮＢＡを見続ける事はや14年が経つのですが。本来ならば、今シーズンはどうなるものかと
考えている時期だが、今年は労使交渉の為レギュラーシーズンが始まらず。去年は優勝最有力候補
であったマイアミが、現在のＮＢＡでこれ以上ない位の才能を持つ選手を三人も抱えているのにも
かかわらず、ＮＢＡファイナルでは普段の力を出せずにダラスに負けてしまうと言う意外な形で
PlayOffが終了してしまいました。私は今年も彼らがＮＢＡで暴れまわるのが見たい！　早く労使交
渉を終え、シーズン始まらないかと心待ちにしている。今日この頃です。

�９月の３・４日と一泊二日で三浦ふれあい村にキャンプに行きました。
�キャンプの目的としては、フリースペースという日常を離れた場所で、互いをより深く理解しあう
ことでした。当日は、責任者が待ち合わせに遅れるわけにいかないと、かなり早く家を出たのですが、
堀ノ内駅で早くも小幡さんと子どもたちに遭遇しました。待ち合わせの三崎口に集まった、子どもた
ちは、どこかちぐはぐで、お互いの様子を探りあっているように見えました。そりゃそうですよね。
これから友達とはいえ一晩を一緒に過ごすんですから。それから歩くこと15分ほど。みんな三々五々、
ふれあいの村にたどり着きました。
�当初、入村説明でビシッと一発キャンプの心得即ち、ルールとマナーについてキメようと思ってい
たのですが。係りの人に「はい、助川様は、宿泊棟で手続きをお願いします」と言われてしまいまし
た。宿泊手続きから戻ったときにはもう、みんな体育館でバスケットに興じていました。これが白熱
してます。スタッフと夏海ちゃん、坪君、明石君、村田君、初参加で心配していた、川辺君が元気良
くボールを追いかけています。みんな汗だくです。その後もいっちーと島田さんは、フリスビーを投
げあって遊んだり。熊ちゃんと僕と坪君も、バスケのシュート練習をしました。これがなかなか入ら
なかった。
�夕飯は、村田君と、いっちーを中心にカレーライスを作りました。明石君と夏海ちゃんも張り切っ
て、具材を剥いたり刻んだりしてました。明石君は、ヨガの講師の宮原さんの長女の理恵ちゃん（５
歳）と、仲良く栗を拾ったり、花をもらったりして、妹が欲しいと喜んでいました。大人たちは、薪
を拾いに森の中へ。ここでも川辺君は大活躍で、たくさん薪を作ってくれました。村田君といっちー
の活躍もあってカレーライスは、大成功！　みんなお代わりしてました。ちなみにデザートは焼きバ
ナナでした。
�キャンプファイヤーは、風が強いためできませんでしたが、食後に集会室で、キャンドルファイヤ
ーをやりました。一人一芸ということで、まず、無茶振りで、小幡さんと、戸ノ岡さんのコントが演
じられ、そのあと僕の知られざる、家でのジョニー（16歳）との生活が、一人芝居で演じられました。
その後、島田さんや古内君の怪談や、明石君のギターと小幡さんの歌が披露されました。次の日は、
海岸で貝を拾ってきて貝のアクセサリーを作ったり、サッカーやバスケットをやりました。二日目は、
結構シュートが決まりました。
�
　さて、ここからは本人たちの感想を載せたいと思います。�
�「俺がキャンプに行って楽しかった事を話します。キャンプに行って楽しかった事は昼間はバスケ
をした事です。夜は島田さん達が寝る部屋で皆で話してた事が楽しかったです。他は古内さんと夜中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏面へ続く･･･

編集後記　　　　　　あれ？　紙面が真っ黒なのは･･･気のせい？　キャンプの写真は･･･？　毎回
「記事が足りないよ～、追加で書いて～」という編集長の悲鳴を聞き続けたスタッフ一同が
揃って容量オーバー気味に原稿をアップ。もったいなくて削れないから、え～い全部載せち
ゃえ！　ということで、このような結果に。お見苦しいのは、伝えたい事が溢れかえってる
ということにして、隅から隅まで虫眼鏡を片手にご一読下されば･･･。次号は、もう少し読
みやすく･･･。新たな企画をスタートする、かも。乞うご期待☆(イシイ)

カフェカルチャー

今月はスペシャルゲスト
に、吉田横須賀市長をお
迎えして、フリートーク。
是非、お越し下さい！
※都合により日時を変更
する場合があります。
詳しくは、HP･ブログで。

キャンプ!!　みんなで過ごした１泊２日は･･･
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会議の為
フリースペースは
3:30に閉室です。
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保護者会

横須賀美術館

ハロウィン
　パーティー

 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　　　　10/11・26　　　  ３名　　物品販売、品物陳列、チラシ配布
物産宅配　　　10/19～10/21　　 ３名　　検品、仕分け、梱包、配達
昼食会　　　　10/5.12,19,26    ３名　　調理、盛りつけの補助
夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ　10/7,14,21,28    ５名　  ともに過ごす
通信発送作業　10/28            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　
�
�　　　　
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社会見学

29日の代休で
あばうとは
お休みです。

　９月の就労支援〈キックオフ〉では、研修生が増えたり、
卒業したメンバーがボランティアに来てくれたりと、賑やか
でした。一方、新たな道に進んでいくメンバーも。また、新
たな形でアンガージュマンと関わり続けてもらえると嬉しい
なと思っています。
　〈キックオフ〉は自分が自分がやりたいと思った時が、始
める時。見学も随時受け付けています。

*harucafe*

秋の
新メニュー

カボチャラテ

350円
近日登場！



フー　充実した日々だが青息吐息・・・　法人へのご支援を�
�フリースペースは総勢13人+…？ 中学生５人は元気一杯(イイデスネ)！　キックオフの若者11人(１人は
Ｎ社へ、今後は銀行やカフェへ就職する２人も）ネクスト16人(市との協働事業を含め、小学生も健気に勉
強です)　アンガージュマンには現在、40人以上の子ども・若者が集います。
　日々の子ども若者支援の微笑ましく元気な実態に反して、本法人の財政は不安定です。何故ならば、福祉
や教育等と比較して法的な支援がなく、自主的な事業展開と利用者・支援者会費で成立しているからです。
今後も子ども若者、更に親御さんの願いを実現できる場と時間を継続的に保障していくには、法人の財政基
盤の確立が急務です。国の財政と同じように借金で細々とつないでいては、本法人を持続的・継続的な事業
として進められません。欧米社会のＮＰＯが多くの市民の寄付で運営されているように、本法人も多くの理
解者・支援者の寄付による財政基盤作りに取り掛かります。本法人では１年間の運営費として、約4千万が
必要です。しかしその内に寄付の占める割合は微々たる現実があります。法的な支援に頼らず自主的な事業
として次世代に継承できる法人となるため、財政の３分の１を寄付を財源として賄えるよう、本法人は認定
ＮＰＯを目指します。詳しくは別紙をご覧頂き、10月中にとり急ぎ334人（総額：100万円）の寄付を集めま
す。ぜひご理解とご協力をお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　滝田衛

「派遣はだめですか？　アルバイトは？？　履歴の空白は？？？」�

�？マークだらけの就職戦線、Ｎさんは派遣で就職が決まったが、出勤しなかった。そして1週間、カウン
セリングを求めてきた。お金がないから働く。親の顔色を見ながら。親は何も言わない。本当は働きたくな
い。仕事経験が少なから。履歴の空白をどう説明したら・・・。繰り返す自問、不安･･･、課題を整理しな
がら自答を重ね、少しずつ落ち着く。今後の見通しを確認しながら、再挑戦を口にしてカウンセリングを終
了する。そして後日、挑戦！　就職の面接を終えたと電話をくれた。カウンセリングの大切なところは、今
と明日からに可能性を感じ、方向性や進み方に自信を持つことの出来るよう、課題を整理することである。
�本法人は10月より訪問相談（アウトリーチ）事業を始めます。ムリヤリ引き出す“北風”ではなく、本人
の意思と自立心に期待する“太陽”支援として。家にいる子ども若者は「もう遅い」と考えますが、社会の
成長神話（？）を受け入れすぎています。人生に標準も模範もありません。「人と比較しない」自尊感情が
必要です。「やってみようかな～」程度の気持ちを前に…。別紙をご覧ください。�
　最後に相談から研修への事例を紹介します。２年前、母親とカウンセリングを実施し、20代後半の彼はDr
との関係を切り替え、薬を止め、庭の草刈・法事や祖母のお見舞い等で外との距離を図り、今年５月から月
１回のカウンセリングを始め、９月からキックオフ研修に進んだ。「今日のために髪を切ってきました」と
笑顔が。ゆっくりネ。�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝田衛

　9/14のボランティア・ミーティングには、いつものメンバーの幸嶋さん、辻村さん、矢野さん、伊藤さん
に、県青少年サポート課主催「ひきこもり・不登校の子ども・若者を支援するボランティア体験講座」に参
加中の大学生の大久保さん、畠山さんが加わり、今回は伊藤さんが司会をしてくれました。大学生を囲み、
みんなで自己紹介。「緊張している」「ここに来て役に立っているのか気になる」「めちゃくちゃ楽しい」
とのことでした。それぞれの活動報告、フリ・フリ・フリマの状況などを話しました。
�10月５日（水）予定の「第２回ボランティア大集合！」を諸事情により、11月９日（水）に延期すること
になりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川隆博

　　第７回フリフリフリマを終えて思う�

�「不登校・ひきこもり等の青少年や家族を支えるフリースクール・フリースペース等によるフリーマーケ
ット」これが、フリフリフリマの正式名称だ。神奈川県内にある子どもや若者を支援するNPOや団体が神奈川
県と一緒に集まる「NPOフリースクールフリースペースネットワーク会議」なる団体がある。いわば、NPO等
の代表者達が集まって形成された団体で、県立青少年センター別館(通称サポプラ)を中心に県と協働して青
少年問題について考えることをしている。大きな目的としては、青少年問題の解決のために充実した支援を
大きな枠組みで考えていくことがある。また、青少年センターにおいては毎日誰かが担当して相談等業務を
行っている。その団体が母体になり、県内の団体に働きかけた結果の一つがフリフリフリマなのだ。座って
会議するだけでなく、一緒になって汗をかく活動も必要で、それがまた団体同士、あるいは行政との交流に
なり、顔の見える関係を構築できる、と考えられる。特に、フリフリフリマは当初は団体の代表者が中心に
なって運営されていたが、団体の次世代を担うスタッフにバトンタッチしはじめられており、フリフリフリ
マ事業の継続は代表者達の願いを繋げていくことも考えなくてはならないのである。団体同士だけでなく行
政ともコミュニケーションを取り続けていくことは日常の業務に追われるNPOスタッフにとって大変なことで
はあるが、そこを丁寧に対応することによって神奈川県の青少年のために有益な活動が出来ればよい、と考
える。今年度は18団体が参加し、三カ月にわたって実行委員会が行われた。
�この繋がりを年に一回のイベントで終わらせず、集まって顔を合わせて何か別のイベントを打つなど、新
たな方向を模索出来たら面白い。県との協働ということが言われて久しいが、そんな地道な活動によって�
繋がってきたこと、そしてこれからも繋がっていくことが、今後も大切ではなかろうか。　　　島田徳隆

�｢やりたくない｣「漢字ばっかりやらされる」「疲れた」｢結構大変」「厳しい」学校へ行かなくなって、
フリースペースに通いながら学習に取り組む子どもたちの感想です。聞いた瞬間に、これは掲載できないな、
あるいは改ざんしようかな、などと思ったのですが、そのまま載せます。
�皆さんは子どもの時にどう思いましたか？　少なくともご本人はこのように感じなくても、周りには学習
に対して快く思わない友だちはいませんでしたか？�学校に行く子も行かない子も率直な感想は似ているの
ではないでしょうか。
�アンガージュマンでの学習の内容は学校のそれと大差ないと思います。環境は少しばかり違うと思います
が、それも大した違いではないようにも思います。�
　学校での学びは叶わずとも、どこでも学べる環境を保証してあげること。学びたい、という欲求を満たす
こと。何よりも大切なことは、あなた自身を大切にしていますよ、というメッセージです。子どもたちの自
己肯定感を育み、認めることがアンガージュマンの一番の目標です。きっと明日も元気に「やりたくない」
勉強をしにアンガージュマンへ来ることでしょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田徳隆

　女子会の勢力はここ最近、あばうとにも及んできています。夏が過ぎてスタッフにも女性が増えたほか、
女子大生のボランティアさんもやってきています。そして何と言っても、女子中学生の元気なこと！！　ネ
クストで来ている子があばうとにも顔を出すようになったりで、女子中学生の勢力がどんどん拡大してきて
います。パフェを作ってみたり、マンガを貸し借りしてみたり、おしゃべりに興じたり、毎日元気にはしゃ
いでいます。圧倒的な女子パワーの前に男性はたじたじ…？
�また、先日あばうとのホワイトボードいっぱいにオセロ対戦表を作りました。９月から１０月にかけて随
時対戦予定です。果たして誰が優勝するのか？　それ以前にみんなやってくれるのか？�結果は次号のお楽
しみに…。
�10月29日（土）にハロウィンパーティを開催予定です。気の早いもので９月からすでにハロウィンの装飾
をはじめていたりも…。部屋を飾って仮装をし、お菓子を食べられるといいなと、現在絶賛計画中です。お
楽しみに！�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あんばいちひろ

　今月のリエゾン団ですが、注文データの管理が行き届かず未入力の物が数件ありました。発注前に気が付
いたのでお客様にはご迷惑をお掛けする様な事にはなりませんでしたが、今後はもっとチェック体制を強化
する必要があると感じました。何をするにしても報告・連絡・相談、いわゆる「ほうれんそう」は徹底して
行かなければいけませんね。
　話は変わりますが、10月位からは新米や旬の果物・里芋等が登場してくると思います。11日(火）と26日
（月）はるかぜ書店前にて朝９時から夜６時まで山形物産市を開催しております。ぜひ、お立ち寄り下さい。
そして、10月と言えば上町のイベント「秋の大収穫祭」には山形より生産者も駆けつけてくれるとの事です。
「野菜を買って、若者をサポート」をよろしくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　石川藍

･･･巻頭より続き

に買い物を行って話してた事が楽しかったです。また今度も行きたいです」�
�「このキャンプではみんなで協力してカレーを作ったり、キャンドルファイヤーでそれぞれ出し物をした
りしました。夜は大人に混じって飲み物を飲みながらたくさん話をしました。いろいろな話を聞くことがで
きました。お風呂では調子にのって服のままダイブしたりもしました。１泊２日の短い時間でしたが、たく
さん楽しいことができたのでいい思い出になりました。来年は高校ですが、時間があればまた参加したいで
す」�
�「何か良く分からないまま参加したキャンプ。
�ただ、とにかく何とかこの時間を上手く過ごそう、過ぎ去るのを待とう、みたいな心境で過ごしていまし
た。ただ、記憶に残っているのは『妙な孤独感』を感じていた事で、何でもいい、誰とでもいい、とにかく
「ただ隣にいてくれる人がいてくれればいい」･･･だから、キャンプは自分にとってはあまりいい思い出では
ありません。」
�「わたしは、夜あまり眠れませんでした。男部屋に入って、明石くんと坪くんと古内さんと川辺さん騒い
でました。すごく楽しかったからまた行きたいです」�
�お互いがお互いについてより深く理解しあう。そんなことが確かにできたキャンプだったと思います。こ
の感想を受け止めて、アンガージュマンとしてより良い宿泊体験を企画していきたいです。　　　助川英一
�
�

　前回は騎乗するまでをお伝えしたので、今回はその続き…。初心者はいきなり一人で馬を走らせることは
できません。まずは、乗馬索という長い綱につながれた馬に跨って、調教師の指示の元、ぐるぐると回りな
がら、バランスやリズムを身体で感じます。慣れてきたら、一人で馬場を一周することも。颯爽と馬を駆る
とはいかず、あくまでも乗せてもらっている感じですが･･･。それでも、馬と一緒に丘を吹き抜ける風を感
じていると、のんびりとリラックスできます。参加者が順番に騎乗した後は、ホースで水をかけて汗を流し
たり、体を拭いたりと、感謝を込めてお手入れします。これからの時期は、薪ストーブの前で一休みするの
も楽しみの一つ。帰りの車ではみんな心地よい疲れにウトウト。翌日は筋肉痛･･･？　でも次回が楽しみ！
　な乗馬講座。興味を持たれた方は、是非一度ご参加下さい！　　　　　　　　　　　　　　　石井利衣子
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