
-++*-７月アンガージュマン日程-*++- 
暑い夏へ向かいます。今年は、台風が早く来て・・・。アンガージュマンも夏の準備です。そこで、 

上町商盛会のお祭りに参加します。同時に、サポートセンターのスタンプラリー会場としても活動し 

ますので、忙しい７月です。でも、新しい出会いと交流が生まれることを期待して、お寄りください。   

月月（（ＭＭｏｏｎｎ））  火火（（ＴＴｕｕｅｅ））  水水（（ＷＷｅｅｄｄ））  木木（（ＴＴｈｈｕｕ））  金金（（ＦＦｒｒｉｉ））  土土（（ＳＳａａｔｔ））  日日（（ＳＳｕｕｎｎ））  

  

※※  

  

    ※※  

  

※※  

  

１１  
フフリリーーススペペーースス  

●●アアククリリルルたたわわしし  

学習ｻﾎﾟｰﾄ 

２２  
フフリリーーススペペーースス  

●●手手話話  

学習ｻﾎﾟｰﾄ  

３３  

  

PPmm11 未未来来  

４４  
学学習習支支援援体体験験  
１１３３時時～～１１５５時時    
  

５５  
フフリリーーススペペーースス  

●PCプログラミ

ング講座 

学習ｻﾎﾟｰﾄ      

６６  
フフリリーーススペペーースス  

●●ププーールル  

●刺し子 

学習ｻﾎﾟｰﾄ      

７７  
フフリリーーススペペーースス  

●●パパソソココンン  

 

学習ｻﾎﾟｰﾄ  

８８  
フフリリーーススペペーースス  

●●ソソーーシシャャルルスス

キキルルトトレレーーニニンンググ 
学習ｻﾎﾟｰﾄ  

９９  

フフリリーーススペペーースス  

●●手手話話  

 ※スタッフ会議 

学習ｻﾎﾟｰﾄ  

１１００  

  

PPmm11 ウウィィルル  

１１１１  
学学習習支支援援体体験験  
１１３３時時～～１１５５時時  
  

11２２  
フフリリーーススペペーースス  

●PCプログラミ

ング講座 

学習ｻﾎﾟｰﾄ 

11３３  
フフリリーーススペペーースス  

 

 

学習ｻﾎﾟｰﾄ  

11４４  
フフリリーーススペペーースス  
●パソコン 

学習ｻﾎﾟｰﾄ 
PPMM77 事事務務局局会会議議  

11５５  
フフリリーーススペペーースス  
●●アアククリリルルたたわわしし  

 

学習ｻﾎﾟｰﾄ  

11６６  
フフリリーーススペペーースス  
●プール 

●手話 

学習ｻﾎﾟｰﾄ  

11７７  

PPmm11 未未来来  
相相談談会会実実行行委委  

１１８８  
夏夏おおやや講講座座①①  

ＰＰｍｍ３３  

父父親親のの会会  

11９９  
  

 

※※ 

  

２２００  
フフリリーーススペペーースス  

●刺し子 

 

学習ｻﾎﾟｰﾄ  

２２１１：：夏夏休休みみ  
フフリリーーススペペーースス  

●パソコン 

 

学習ｻﾎﾟｰﾄ  

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  

 

 

学習ｻﾎﾟｰﾄ  

２２３３  
フフリリーーススペペーースス  

●手話 

 

学習ｻﾎﾟｰﾄ  

２２４４  
夏夏おおやや講講座座②② 
PM1:30カウセ

リング講座  
PPmm５５カカレレーーのの会会  

２２５５ お祭り  

ｵｰﾌﾟﾝ 

ｽﾍﾟｰｽﾃﾞｪｲ
１１時～１６時  

２２６６  

学学習習ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰートト  

夏夏期期講講座座①①  
●PCプログラミ

ング講座  

２２７７  

学学習習ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰートト  

夏夏期期講講座座②②  
フフリリーーススペペーースス 

  

２２８８  

学学習習ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰートト  

夏夏期期講講座座③③  
フフリリーーススペペーースス 

●パソコン講座  

２２９９  

学学習習ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰートト  

夏夏期期講講座座④④  
フフリリーーススペペーースス 

３３００  

学学習習ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰートト  

夏夏期期講講座座⑤⑤  
フフリリーーススペペーースス  

●●ププーールル  

３３１１  
夏夏おおやや講講座座③③  
PPMM11  
事事務務局局会会議議  

  

  

    ※※  

●●ははﾌﾌﾘﾘｰーｽｽﾍﾍﾟ゚ｰーｽｽのの講講座座でですす    ※※詳詳細細はは TTEELL 等等ででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。                                                                                                    

速速報報  夏夏休休みみ企企画画満満載載  おお祭祭りり・・学学習習ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ・・講講座座      ！！  
●●学学習習ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ夏夏期期講講座座  高高校校受受験験対対策策  夏夏休休みみ宿宿題題対対策策  大大学学検検定定試試験験対対策策  
ここのの夏夏はは、、気気軽軽にに自自分分へへのの挑挑戦戦をを始始めめててみみまませせんんかか！！？？  夏夏期期講講座座でで進進めめまますす  

    前前期期  ７７月月２２６６日日（（月月））～～３３００日日（（金金））    後後期期  ８８月月２２３３日日（（月月））～～２２７７日日（（金金））  

    時時間間  午午前前１１００時時～～１１２２時時（（相相談談にに応応じじまますす））      進進めめ方方  個個別別指指導導  

●●夏夏おおやや講講座座  おお父父ささんん・・おお母母ささんんがが夏夏をを子子どどももとと生生きき生生きき過過ごごすす、、おおややのの講講座座！！  
夏夏はは子子どどももがが解解放放さされれまますすがが、、「「ここのの夏夏にに！！」」「「９９月月かかららはは！！」」    親親はは心心配配でですす？？ネネ  

    回回数数  全全３３回回６６講講座座    １１回回：：７７月月１１８８日日（（日日））  ２２回回：：２２４４日日（（土土））  ３３回回：：７７月月３３１１日日（（土土））  

    時時間間  午午前前１１００時時～～１１２２時時        形形式式  講講座座制制（（講講演演ととエエククササササイイズズ））  

●●おお祭祭りり    夏夏とと言言ええばばオオママツツリリ  上上町町商商盛盛会会・・町町内内会会・・ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄセセンンタターーとと一一緒緒にに  
アアンンガガーージジュュママンンはは、、一一日日「「オオーーププンンススペペーーススデデイイ」」ととしし  

てて開開放放しし、、食食べべ物物・・ゲゲーームム、、会会員員もも非非会会員員もも自自由由にに集集いい  

ななががらら、、楽楽ししいい時時をを過過ごごししままししょょうう。。  

追追っってて詳詳細細ののごご案案内内ををおお送送りりししまますす  
不不明明なな点点はは、、下下記記へへおお問問いい合合わわせせくくだだささいい  

アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  TTEELL//FFAAXX  ００４４６６－－８８００１１－－７７８８８８１１  

２２００００４４（（平平成成１１６６））年年７７月月１１日日発発行行    発発行行責責任任：：小小柳柳良良    編編集集責責任任：：滝滝田田衛衛  

 

   ＮＰＯ法人通信 No.５ 

アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
  

６６月月末末現現在在、、会会員員総総数数  ９９４４  家家族族ににななりりままししたた。。温温かかなな皆皆様様のの支支ええにに感感謝謝いいたたししまますす  
  

  

  

  

  

 １３日（日）、第２回通常総会を日の出町の教育会館で、会員５９名（委任状２９名）が参加し 

て実施しました。講演会・パネルディスカッションには非会員の方３２名が加わり、計９１名が

参加して、充実した時を過ごすことができました。アンガージュマン、新たなスタートです。 

  質問意見に支えられて・・・ 
総会では、‘０３年度の活動・会計報告、’０４年度活動・予算提案をし、会員の方から幾つ 

かの質問とご意見を頂きました。NPO 法人の経営や事業展開についての願いや意見で、嬉し

い限りです。会員の積極的な熱意を感じる総会となりました。今後の利用に際しては、次ペー

ジのような利用料金表の通りとなりますが、利用する方々を支え、アンガージュマンが健全経

営であるためにも、総会の承認をご理解ください。 

講演会・パネルディスカッション 
 

 

武藤啓司さんは、１０年にわたる楠の木学園とリロード 

の歩みを語り、「支援」の異質性を問い、民間施設を子ど 

もや若者が利用するようになった時の学校や行政の理解 

と対応について、鋭い提言をされました。その後のパネル 

ディスカッションでは、長谷川俊雄さんの温かな司会で、 

親の会の富田・勝又さんが自助グループの意義を、学校からは丹沢さん（中学校教頭）が親 

や地域と作る学校を、保健所からは葛貫さん（ひきこもり担当）が「親の会」「当事者の会」と保 

健所の関わりを説明し、小柳（ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝ）はフリースペースの実態を、それぞれが話し合い 

ました。会場からも意見交流し、最後は長谷川さんが共に生きていく課題を整理しました。      
                                                                                                        

                                                                                                                      

  

  

  

  

    

  

  

パネルディスカッション風景 

坂の上のひとりごと 
阪神の調子が今ひとつ。怪我人も多い。去年の今頃はもう優勝したような騒ぎだっ

た。そう、その頃はアンガージュマンの設立についての議論も沸騰していた。賛成、

反対、理事の中にも懐疑的な人もいた。皆が応援してくれたわけではない。それでも

立ち上げたのは阪神の勢いにも似たものが働いたような気がする。阪神がやれるの

だから、僕達にだってと思ったことは何度も・・・。不謹慎とお思いだろうが、事を起こ

す時は緻密な計算も必要だが、‘８５年優勝のようなお祭り騒ぎの勢いも必要！

色々な人の協力と勢い、さて今年の HT と EY はどうだろう。もちろん？ 小 柳 良 



パネルディスカッション    会場からいただいた感想・・・ 

△「子どもが高校卒業後、対人恐怖症となり人が怖くて外に出られません。今も不安があり、 

声をかけようにも心配が高じて、きつい事を言ってます。このパネルの話をどう生かすか」 

△「パネルディスカッションは時間を長く取っていたが、濃厚な内容で短く感じました」  

△「パネラーの方が何をどう考え活動しているのか、丁寧に話されよかったと思います」 
                                

 

～６月ネクストの部屋～ 

２学期制の学校は中旬に中間テスト、３学期制の学校は下旬に期末テストがあります。ア 

ンガージュマンの学習サポートに通う中学生も其々テストに向けて、講師と共に学習を進め 

ています。「現在完了形は自信持っていいよ。」「ここは、テストにもでやすいし特に注意して。」 

｢式を立てるときのポイントは・・｣等々。小学生は、立方体や直方体の展開図を書いて組み立 

て立体を確認したりと・・また、９０分の授業後フリースペースで、パソコンをしたりカードやゲー 

ムを楽しんでいく子もいます。 

学校や学習塾や家庭とは違う場所・時間を 

スタッフや仲間と共有しています。 

５月の通信でもお知らせしましたが、右記の 

ように体験授業を行います。ボランティアスタッ 

フを中心にフリースペースを利用している青年 

達が暑い中、このちらしをポスティングしてくれ 

ています。ご予約お待ちしています。             （学習サポートチーフ：山川幸子） 

  

  

＝＝６６月月アアババウウトトのの部部屋屋＝＝ 

保健所の「ひだまりん」から来たメンバーは随分活動的になって、体験授業のチラシ印刷、 

折って数えて、地図を見てポスティング（アルバイトです）・・・。学習サポート＜ネクスト＞に来 

ている中学生を誘って、図書館へ行ったり、平成町まで出かけていってバスケットを楽しんだ 

りしています。お魚大好きな小学生は、昼食の買出しから、盛り付け配膳までスタッフと楽し 

そうです。先日は、随分長い間定例会をお休みしていた未来の会員の方が、色とりどりのガ 

ーベラを持って元気に訪ねてくれました。手作りのおやつを手にして、故郷の話しをしてくれ 

る会員のお母さんも。庭に咲いたグラジオラスを抱えて、60 代の男性会員が寄って下さるこ 

ともありました。いろいろな年代、様々なキャラクターが集うテーブル 

は、雑談の輪、アクリルたわしの製作台、時にはチラシ折りの作業 

台、そして子ども達とのゲーム台になったり、と。このテーブルの製 

作者、大畑さん（大工さん）の願いを実現するように？ 

（フリースペースチーフ：吉本照子） 

こんな形です  ～アンガージュマン・よこすか利用料金表～ 
     
ボ 
 
 
 
 
 
 

ボランンティアグループ未来（不登校・高校中退親の会） 
 

 

 

 

人って辛い事も楽しいもひっくるめて色々経験した分だけ強くなれると思います。そして強さ

は、その人の中の優しさという部分に蓄積されていくように思います。 

感性に導かれて選んだそれぞれの人生。みんなゆっくり大人になればいいですよね。 

  

先生！もっと不登校を正しくとらえて理解して！ 

子どもと親 

子どもと先生                      

先生と子ども 

３つの関係が距離をちぢめていくと、 

やがて、子どもと先生と親の居心地の 

良い大きな丸が見えてきそうです。 体験授業 

１時間１教科１０００円 
７月１１日（日）１３時～１５時 

定例会ではきだしながら少しづつ良くなっていきましょう。 

未来ホームページ http://www.ysc-unet.ocn.ne.jp/hp/mirai/index.htm 

（文責：事務局長 三浦恵子）            

 おお誘誘いい！！！！  

私学フェアー ７月１９日（月・海の記念日） パシフィコ横浜 
１０月の「進路相談会」へ向けて、未来では神奈川県私学協会が主催する私学フェアーに 

出かけます。この機会に、お子さんの進路を心配されている方、一緒に出かけませんか？ 

     ご一緒される方は連絡をください。定例会の時でもOKです。 

 

ウィル・よこすか（ひきこもり親の会） 
 

 

 

６月１４日、１４名の参加で行われました。初めて参加される方もあり、簡単に今までの経過 

と現状を報告しあいました。今回も、アンガージュマンに足を運ぶようになられた方の親御さん 

の参加がありました、嬉しいことです。「いろいろなものが絡んできた人生」と話を結ばれた方 

の穏やかな笑顔が、大変な状況を乗り越えてきた思いとが交差して、印象的でした。一方、ひ 

きこもっている子どもの親としては、ついつい焦ります。どうしたら、どう言葉がけをしたら出て 

こられるようになったのか、数式の答えのように「正解」があったらと思ってしまいます。子ども 

が動かない時は、その子が根を張っている時。そして、熟した時こそ動き出す時・・・、その時 

まで待つ。その気持ちを大切にして行こうと思います。核心に触れる話はなかなか出来ないけ 
 利用項目 利用単位 利用料金 

１ フリースペース① 週２回まで利用 １５，０００円／月 

２ フリースペース② フリー利用（毎日可） ２７，０００円／月 

３ 学習支援 １授業（９０分）  ３，０００円 

４ カウンセリング １回（９０分程度）  ８，０００円（会員７，０００円） 

５ 教育・ひきこもり等初回相談 １回（９０分程度）  ２，５００円（会員２，０００円） 

６ 各種相談（２回目以降） １回（９０分程度）  ６，０００円（会員５，０００円） 

７ IT 利用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｻﾎﾟｰﾄ フリー利用（毎日可） ２０，０００円／月 

８ 訪問ガイド 月４回 ４０，０００円／月 

９ 送迎 １回往復  ２，０００円 

10 講座受講 １回  １，０００円 

れども、雑談の中から子どもに共感できる親になりたいものです。参加者の印象に残る言葉。 

○「うちの息子は一歩が出ないんです、一歩があれば・・・」  ○「本当に私には優しいんです」 

○「子どものありのままを認め、『こんなものかな』と思えるようになってきた」 

○「カウンセリングを受け、親が変わっていくと言葉の暴力を受けても、雨が土に染み込むように

子どもに対する気持ちが変化して行く」 

        ○「初めての参加者が『あー、今日は楽しかった』が全て。親が元気になることが一番」 

 次回は、＜兄弟姉妹との関係＞・＜お小遣い＞について話し合う予定です 

                                            （ウィル・よこすか運営委員：KM） 


