2012年 3月のアンガージュマンの予定
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自主的な学習の場として、学習スペースを開放
します。また、理科の実験などもご要望に応じて
実施します。1回500円。申込は不要です。
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スタッフ会議の為
3：00閉室です

14:00 GO！GO！囲碁

12:00 昼食会(300円)
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３月になると少しだけ嬉しいような、淋しいような、そんな切ない気持になるのは私だけでしょう
か。子どもたちにとって、学校に行っていようとそうでなかろうと、３月は一年の終わりであり、４
月から始まる新しい一年に向けて色々な思いを抱く時季だと思います。今年はフリースペースからは
３人、ネクストからも３人の中学生が卒業していきます。始めてきた頃と比べ、心も身体も著しく変
化していったのではないかと思います。
高校に行く気がなかった子もいました。人と出会って関わり始めると、きっと傷付く事もあると思
います。でもその子は働く自分を想像した時に、「高校を卒業すること」は、自分にとって必要だと
考え、進学を決めました。期待もある一方、不安もあり、複雑な心境だと思いますが、本人にとって
充実した日々が送れることを願っています。高校に対して「期待の方が大きい！」と語る子も。最初
から高校進学を考え、ネクストでの勉強も頑張っていた彼にも自分らしい毎日を送ってほしいと思い
ます。これを書いている今、まだ結果の出ていない子たちもいます。彼らも自分で考え、決めた進路
に向かって挑戦している最中です。みんなアンガージュマンに入った時期はバラバラですが、今では
すっかり打ち解けて、スタッフや他の年齢の人達とも楽しく会話している姿を見かけます。今は毎日
それぞれのペースで来て、みんなで騒いだり、PCをやったり、ゲームで遊んだり、ギターを弾いて歌
ったり、たまには喧嘩をしたり、でも仲直りしたり・・・。たくさんのことが思い出されて、中三生
達がいなくなった後のアンガージュマンを今はまだ想像することが出来ません。
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ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
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12:00 昼食会(300円)
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(はるかぜ書店前)

ここで、卒業生の言葉を紹介したいと思います。
「スタッフや周りの人達に良くしてもらって本当に楽しい一年間でした。アンガージュマンでしか
出来ない体験もいっぱいさせてもらったし、自分自身も成長できたと思います。高校生になってもこ
こで学んだ事を生かしてがんばっていきたいと思います。ありがとうございました。（明石滉斗）」
「あんまり長くはいなかったけどー今までありがとうございました☆」
「アンガージュマンに来てなかったら、今も先生に怒られて高校も行こうと考えてませんでした。
ここに来て変わる事が出来ました。今まで本当にありがとうございました。（坪竜太郎）」
これからもたまにはアンガージュマンに顔を出して、近況を報告して欲しいな、と思います。
卒業おめでとう！！
(小幡沙央里）

31 カレンダーの見方
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ミッキーに会いたい！

pm 乗馬講座
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イベント

日付

定員
５名

物産市

3/12,26

３名

物産宅配

3/15,16

３名

昼食会

3/7,14,21,28

３名

通信発送作業

3/30

３名

下校時の防犯

平日14:40〜16:00

２名

話やゲームの相手、
ともに過ごす
物品販売、品物陳列、
チラシ配布
検品、仕分け、梱包、
配達
調理、盛りつけの補助
通信の折り、封入、
封止め
町内の巡回、見守り

※参加希望の方はご連絡下さい。046‑801‑7881

担当石川隆博

13:00〜17:00

作家さんの製作を見学したり、実際に体験したり。
手芸に親しむひと時を、harucafeで過ごしませんか？
入場無料、ワークショップは実費(約300円〜）
お気軽にお立ち寄り下さい！

イシイリエコ

土日祝日除く

主な活動内容

3/29(木)

お茶を飲みながら
楽しくアクセサリー作り

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

クラフトDay

事業により行います

坂の上のコトノハ

三月のボランティア募集

学習サポート

第97号

旅立ちの季節を迎えたみんなへ・・・
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いつだったか、
タカヒロさんに｢しあわせ？｣って聞かれて、
（そんなことを訊く人は、とうぜん酔っ払っていたのですが）
とっさに「もちろん」って答えた後で、
そうかなって思ったのを、いま思い出しました。
でも、
日曜日のお昼過ぎに図書館に行って、
背表紙を眺めながら全部の書棚を一回りして、
その日に借りる４冊を選んで。
（ブラックホールとドイツ料理と高峰秀子と猫村さんのときもあり、
オオカミと片岡義男と永井宏とコールドリーディングというときもあり。
この、組み合わせというのが重要。）
それから、駐車場の車の中で借りた本を開いて、
ちょっとだけ読んで、
もったいないからやめて。
家に帰って、

自分の部屋で、
干しておいた布団に寝転んで。
本を読み始めると、
すぐにその世界が自分のいる場所になって、
ためらうことなんてなんにもなくて、
その中をすいすいとどこまでも進んで行って、
でも、布団は温かくて、
そのまま眠ってしまって。
目が覚めたとき、
部屋は少し寒くなっていて、
外はきれいな夕焼けで、
もうそろそろ晩ご飯だな、
その前にお風呂に入っておこうかな、
って考える、
そんな一日があるって、
それはやっぱり、しあわせというものでは。

あばうと

就労支援ネットワークフォーラム開催します！

助さんの手作りカレー！

２月１日(水)は何と、僕が主体になってカレー作りをさせていただきました。カレーだから、誰が作って
もそんなにまずくなることはないさ！ と思ってレシピをみたものの、やや心細い。実際にカレー作りを始
めると、小幡さんやみんなが手伝ってくれて、ボランティアの辻村さんと一緒に作りました。Ｍちゃんが、
玉葱に泣かされながら上手に野菜を刻んでくれました。Ａ君とも一緒にジャガイモを剥いたり、玉葱を炒め
たりしました。みんなで作ったので何とか無事、美味しく仕上がりました。
２月はとても寒かったので、室内で卓球をするのが、流行りました。中でも一番上手いのはＨ君です。他
にもアメーバについて話し始めて、二人で仲良く面白動画や「アカン警察」等について楽しそうに話してい
た子達や。炬燵を囲んでトランプをやって遊ぶ子達。囲碁講座は、Ｍ君やＫ君と一緒に受けるのですが。絶
対的に経験が不足してます。一番上手いＭ君のようになるには相当打たないとダメですね。でも、打つこと
自体が頭を使って楽しいので、大人にお勧めです。
また、今月もサッカー好きの談義やビデオゲームでの勝負が繰り広げられています。男同士でサッカーを
しに公園へ行ったり。女の子たちは二人で仲良くピアノを弾いたりしています。今月は久しぶりにアニメー
ターの師匠がやってきて、みんな大喜びでした。特にＡちゃん、Ｋちゃんが熱心に絵の書き方を習っていま
した。
(助川英一)

リエゾン団

ドブ板で、ポン菓子爆発!?

２月11日から12日にかけて、のたろんフェアとドブイタバザールへ行ってきました。のたろんフェアでは、
長井農業体験でお世話になっているマリーゴールドの会さんと一緒に長井有機農法研究会の野菜・静岡県に
ある向島園の無農薬栽培のお茶や、山形の農作物・加工品を販売し、ドブイタバザールでは、新農業人ネッ
トワーク山形より田中氏とツヅキ氏に来ていただき、物産販売やポン菓子の実演即売、山形県の郷土料理で
もある芋煮を販売しました。ポン菓子を受ける網が穴が開いていた為に、ポン菓子が豪快に飛び散るといっ
たハプニングもありました。山形物産市を上町でやっている事をＰＲしつつ、お客様との意見交換出来る場
面もあり、充実した販売を行なうことが出来ました。
(石川

長井の野菜と山形のトマトピューレと
静岡のお茶 どれも美味しいよ！
ホッとひと息、ボランティアミーティング。

マリーゴールドの会の皆さんと一緒に。

ボランティア

山形物産市ののれんが出来ました！

２月８日のボランティア・ミーティングでは、それぞれのボランティア観をお尋ねしました。特に印象に
残っているのは、「自分のために」ということです。家に居ると自問自答の毎日。ボランティア活動という
ことで、外に出る理由ができ、活動を通じて言葉をかわすことが、気分転換につながっているそうです。多
くの保護者の方々にも当てはまることかもしれません。
ボランティア・ミーティングという名称がついていますが、水曜日の昼下がり、harucafeでホッと一息、
世間話に花を咲かせているのが現状です。ボランティア活動をリフレッシュのために活用してみませんか？
お茶飲み話を楽しみにミーティングにお越しになりませんか？
(石川隆博)

梅まつり
２月14〜16日、上町商盛会の販促イベント｢梅まつり｣が行われました。これは、お買い上げ額に応じ
て発行される抽選券で、空クジ無しの福引が出来るというもの。今年もアンガージュマンでは、福引会
場での応対を３日間、朝10時から夜６時まで、３人体制でお手伝いしました。スタッフ・研修生・ボラ
ンティアの方、延べ29人の協力で、無事イベントを終えました。主な作業内容は、抽選券の受け取りや
ガラポンのやり方の説明、景品のお渡しです。
研修生にとっては、多くのお客様に接すると共に、商店街の方と共に働く貴重な機会です。アンガー
ジュマンにいる時とはまた違った緊張感の中で、挨拶や応対などが行き届かないなど、課題もたくさん
見えてきました。
また、日頃から関わって頂いている方の他にも、キックオフ卒業生、保護者の方など様々な方にご参
加頂きました。アンガージュマンが商店街の一翼を担っていること、その関わりが若者達にとって良い
刺激になっていることをを身近に感じて頂けたのではないでしょうか？
ご協力ありがとうございました。

就労支援とは何か？

子ども若者支援の現場から

今年度は書店・商店街の研修を経て多くの若者が外に出て働き始めている。今現在も５人の若者が
JR田浦駅裏の製作会社(株）トーヨーで働き始めている。練習を兼ねた期間限定で。若者達は書店も物
産市もやっているので、きっと大変だろうが。
一方、中学生も徐々に進路が決まり、既に高校入学への宿題に取り組んでいる子もいる。年次遅れ
でゆっくりと単位制高校で学び始めている子もいれば、２月の県教育委員会の不登校相談会で話した
子は通信制で着実に学びを重ねている。
さて、高校のカウンセラーをやっている立場も含めて言えば、子ども若者は実に大変な時代に突入
している。高校を中退したい子、卒業を控えても就職が決まらない子・・・、実に困難な社会である。
一体我々大人はどういう時代を作ってしまったのだろうか！(カーッツ 喝！！） 反省していても仕
方ないし嘆いていても解決しない。目の前の子ども若者に寄り添いながら何とか具体策を進展させる
ことと、この現状を抜本的に解決することしかない。
来る３月18日(日）就労支援ネットワークフォーラムを横須賀で開催する(別紙参照)。内閣府も神奈
川県も横須賀市も、そして唯一地域協議会をモデル的に立ち上げた横浜市も後援を頂き、当日出席を
いただく。もちろん多くのNPOにも出てもらえる。会員及び皆様方に参加していただき、子ども若者の
現状理解と育成支援体制について具体的な進展を図りたいと考えます。ご参加下さい。
（理事長 滝田衛）

harucafe

手作りカフェは日々進化中！

harucafeをもっともっと利用してもらいたい！ スタッフと研修生一同はharucafeがより過ごしやすい空
間になるように、創意工夫を重ねています。とはいっても、予算も限られているし･･･。色々な物を手作り
してきました。開店当初のharucafeしかご存じない方は、その変わりぶりに驚かれるかも(ちょっと大げさ
かしら？) カフェカーテン、イスには本革のクッションと背当て、メニュー表、白い壁を飾るファブリッ
クパネルも作りました。もちろん、メニューも色々と試作を重ね、珈琲と紅茶の他にも、色々な飲み物を楽
しんでいただけるようになりました。シーンと静まり返っていた店内には、今はゆったりとした音楽が流れ
ています。これを書いている今日は、出入り口の自動ドアと壁の隙間から入ってくる外気を遮断すべく、発
泡スチロールを貼り付けてみました。おかげで、入ってくる冷気は大分少なくなったようで、エアコンの温
度は同じでも、なんだか店内がいつもより暖かい！ といっても、これはあくまでも仮の物。実際に作って
みて色々と試しながら、より使いやすい物に仕上げていくのがharucafe流（というより･･･ミウラ流？）。
耐久性や見た目も考慮して、木にゴムを貼ってみたら？ 発泡スチロールに布地を巻いてみたら？と更なる
進化を目指します。
こうした工夫の一つ一つが、実際にお店を充実させていくのはもちろんですが、その元になる、自分の過
ごす場所をより良いものにしていこう、そのためには何が必要か・出来ることは何なのか考えて実行してい
こうという気持ちを、研修生にも感じてもらうことも大切な研修の一環だと考えています。 (石井利衣子)

山形物産市

今月の開催日

3/12，26

山形県の農家の皆さんから直送された、安心・安全･美味しい！農作物とそれらを原材料とした
加工品を販売しています。
今月のオススメは、テレビで脂質の代謝を促す作用が有ると取り上げられて話題のトマトを
丸ごと絞って煮詰めたトマトピューレ。添加物は使用していませんのでギュッと濃縮された
素材の味と栄養分を味わっていただけます。温めて塩を加えるだけでパスタソースに。カレー・
ハンバーグのソースに少し加えると風味が増します！
流行の万能調味料・塩こうじも入荷予定です。おたのしみに！

遠くにいても「はるかぜ書店」で本が買えます！ 再掲！
はるかぜ書店で本を買うと、若者達のサポートになるんだって？ でも、横須賀は遠くて、なかな
か行けないし･･･。という皆さんにオススメなのが「e‑hon」です。出版卸最大手㈱トーハンの通販サ
イトだから、本の品揃えはバツグン。CDやDVDも購入できます。会員登録の際に「my書店」を「はるか
ぜ書店」に登録して頂くだけで、手数料を除いたお買い上げ金額がはるかぜ書店の売上となります。
商品は1,500円以上送料無料で、宅配便でご指定の場所にて受け取れます。もちろん、はるかぜ書店で
の受け取りもOK。
ぜひご活用頂き、就労支援店舗の運営にご協力下さい。まずは、「e‑hon」で検索を！
ご不明の点は、はるかぜ書店までお問合せ下さい。TEL 046‑804‑7883

