
９月アンガージュマン日程 

オオリリンンピピッッククＴＴＶＶ観観戦戦はは？？  実実際際ににギギリリシシャャへへ行行っったた方方ががいいままししたたらら、、報報告告会会をを切切望望ししまますす。。祭祭りりのの後後  

はは何何とともも寂寂ししいい限限りりでですす。。ししかかしし確確実実にに季季節節はは巡巡っっててききまますす。。風風のの香香りりももどどここかか爽爽ややかかでで、、心心豊豊かかにに感感  

じじまますす。。今今月月ももたたくくささんんのの活活動動をを用用意意ししまますすののでで、、ううままくく使使っっててくくだだささいい。。          ※※印印はは閉閉室室のの印印でですす  

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  

  

学習サポート    

２ 
フフリリーーススペペーースス  

  

学習サポート 

３３  
フフリリーーススペペーースス  

  

学習サポート  

４４  

PPmm11 未未来来  
ＰＰＭＭ４４  

進進路路実実行行委委  

５５  

  

      ※※  

６６  
フフリリーーススペペーースス  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

  ギギタターー講講座座 

  

 

 

 

 

学習サポート  

７７  
フフリリーーススペペーースス  

  ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

    刺刺しし子子講講座座 

 

 

 

 

 

学習サポート  

８８  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

 初初級級ＰＰＣＣ講講座座  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

  ﾍﾍ ﾟ゚ｰーﾊﾊﾟ゚ｰーククララフフ

トト講講座座  
PA7:00 

事務局会議 

学習サポート 

９９  
フフリリーーススペペーースス  

   

 

 

 

 

 

学習サポート  

１１００  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

  ヨヨガガ講講座座  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

手手話話講講座座  

 

１９時 ラグビー 

 

学習サポート  

１１１１  

  

  

PPmm11 ウウィィルル  

  
  

１１２２  

  

  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  
  カカウウンンセセリリンンググ  
講講座座        

    

１１３３  
フフリリーーススペペーースス  

  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

  ププーールル  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

  ギギタターー講講座座 

 

学習サポート 

１１４４  
フフリリーーススペペーースス  

  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

    カカララオオケケ 

 

 

 

学習サポート  

11５５  
フフリリーーススペペーースス  
ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

 初初級級ＰＰＣＣ講講座座  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

  ｿｿｰーﾀﾀﾞ゙ｰーｷｷｬｬﾝﾝﾃﾃﾞ゙ｨｨｰー

をを作作ろろうう  
PA7:00 

進路実行委員会 

学習サポート  

11６６  
フフリリーーススペペーースス  
ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

  卓卓球球講講座座 

ＰＰＭＭ１１：：３３００    
ソソーーシシャャススキキルル

トトレレーーニニンンググ  

講講座座 
学習サポート  

11７７  
フフリリーーススペペーースス  
  

  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

手手話話講講座座 

 

 

学習サポート  

１１８８  

  

  

PPmm11 未未来来  

１１９９  

    

※※  

２２００  
      

    ※※  

２２１１  
フフリリーーススペペーースス  

 ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

  刺刺しし子子講講座座  

ＰＰＭＭ２２：：００００  

    テティィーーチチイインン 

 

学習サポート  

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

 初初級級ＰＰＣＣ講講座座  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

  ﾍﾍ ﾟ゚ｰーﾊﾊﾟ゚ｰーククララフフ

トト講講座座  

学習サポート  

２２３３  

  

    ※※  

２２４４  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

  ヨヨガガ講講座座  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

手手話話講講座座 

 

学習サポート  

２２５５  
ＡＡＭＭ１１１１～～ＰＰＭＭ３３  

オオーーププンン ・・スス

ペペーースス・・デデイイ  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

カカレレーーのの会会  
  

２２６６  
  

  

PPmm３３  
父父親親のの会会  

２２７７  
フフリリーーススペペーースス  

ＰＰＭＭ２２：：００００  

イイララスストト講講座座  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

  ギギタターー講講座座  

学習サポート  

２２８８  
フフリリーーススペペーースス  

    

AAMM1111::0000  
    料料理理ををししよようう  
学習サポート  

２２９９  
フフリリーーススペペーースス  

  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

 初初級級ＰＰＣＣ講講座座  

 

学習サポート  

３３００  
フフリリーーススペペーースス  

  

ＰＰＭＭ２２：：００００    

 映映画画をを語語ろろうう  

 

学習サポート  

  

      

  

  ※※  

  

  

※※  
１０月 2 日 

事務局会議  

  

  

  

※※  

※※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。。予予約約ななどどももどどううぞぞ！！  

充充実実 フフリリーーススペペーーススのの各各講講座座   
○○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・・・・・・カカウウンンセセララーーのの仁仁村村典典子子ささんんがが楽楽ししくく進進めめまますす。。  

○○ギギタターー講講座座・・・・・・NNPPOO 幹幹事事のの原原正正年年ささんんがが往往年年ののババンンドドテテククニニッッククをを駆駆使使ししてて、、伝伝授授ししまますす。。  

○○イイララスストト講講座座・・・・・・EEYY のの外外壁壁ガガララススををデデザザイインンししててくくれれままししたた、、陣陣内内優優ささんんががププロロのの腕腕でで教教ええまますす。。  

◎◎みみんんななでで集集ままっってて・・・・・・ここここ一一番番、、みみんんななででワワイイワワイイガガヤヤガガヤヤ、、口口やや手手をを動動かかししてて、、勝勝手手にに騒騒ぎぎまますす。。  

・・「「カカララオオケケ」」：：中中央央ああたたりりののカカララオオケケボボッッククススへへ行行っってて、、歌歌ううももよよしし、、聞聞くくももううよよしし。。  

・「ティーチイン」「映画を語ろう」：これこそ、ワイワイと人生を、社会を、みなで語りましょう。 

・「料理をしよう」：お待ちかね？さあ、昼食を工夫してみんなで作っておいしく食べましょう。 

２２００００４４（（平平成成１１６６））年年９９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.７ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

      ことのほか暑かった夏休み、アンガージュマンも何とか８月を乗り切る事ができました。９月には 

クールダウン？したいのですが・・・、皆様のニーズに答えるべく、今月もゆっくり進みます。  

  

  

      様々な不登校、ひきこもりの現実の中で、子ども達と親達は、大変さを背負って過ごしています。 

なぜ子ども達はひきこもり不登校を選ぶのか・・・。この夏も何人かの人たちが、親と一緒にここを 

尋ねてくれました。いま私たちは、子ども達の心の叫びに耳をふさぐ事ができません。なぜならば、 

決して個人的な問題ではなく、何らかの学校や家庭・社会との関係の中で、不登校・ひきこもりを 

選択しているからです。そして、自分を痛いほど責めているのです、から。 

○なぜ勉強をしなければならないのか？ インターネットで多くの人の意見を聞き、本をたくさ 

ん読むが、答えは見えてこない。親や教師に聞くが、「学校だけは行っていたほうが」と。学 

ぶことと、学校へ行くことが、本当につながるのだろうか？ と。１年以上に及ぶ不登校を今 

も続けながら、受け答えも表情も爽やかに、外面のよさに悩んでしまう自分を感じて？ 

      ○先生のクラスメートを叱責する激しい声に身を縮める子ども。自分が叱られているのではな 

いのに、自分のことのように受け止めてしまう。 

過敏には違いないが、先生にとっては予想もし 

ない？ 不登校の出現。その原因は先生には 

伝わらないし、伝えられない。コミュニケーション 

の回路が見つからないまま、時間が過ぎて行く。 

   ○仲の良いと思われている友達同志の暴力事件。 

        殴った方も悪いが、殴られたお前も普段の態度 

が問題だ、との先生の指導。喧嘩両成敗？ 実 

は日常の中でいじめが横行。力関係が成立して 

いて、親も含めて先生も、イジメには気がついて 【暑い夏の思い出 ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽﾃﾞｲ 7/25】 

いなかった。自殺したい！と。  ※※ププラライイババシシーー保保護護ののたためめ事事実実をを複複合合ししててフフィィククシショョンン化化ししててあありりまますす。。  

            不登校は減少したとの文部科学省の昨年度のまとめが発表されたが、この夏も子どもたちの 

事件が。不登校の子どもの投書も新聞紙面に。私たちのスペースでも幾つかの子どもの声が。 

                    

  

  

  

  

 
   

坂之上のひとりごと ③     代表：小柳良 
夏休みもオリンピックも終わりました。とにかく暑い夏でした。我らがスタッフも１０月の進

路相談会に向けて本格的に動き出しました。ネクストも担当の山川を中心に、講師陣が子ど

も達と向き合って頑張っています。ホームページの立ち上げも、スタッフの石原が張り切って

くれました。アクセスしてみてください。さて私はというと「あの文章を書け」「何日は県の機関

に行け」とあおられっぱなしですが、体力と集中力がついて行かず、仕事はたまる一方で

す。少々気が弱くなっていますが、ここに集う人達と元気なスタッフとアルコール、そしてタイ

ガーズに勇気づけられて、乗り切ろうと思っている、小柳でした。 



 フリースペース＜あばうと＞  

あんなこと！、こんな人？  
        予定表のところでも紹介しましたが、フリースペースの講座が充実してきました。あんなこと、 

   こんなこと、色んなことができます！ヨ。うまく使っていただければ、講師はうれしい限りです。 

では、今回はスタッフ講師陣の自己紹介をします。その他の特別講師は 4ページで紹介。 

△△平平野野瑞瑞穂穂＜中学校の保健体育・家庭科の先生でした。アイデアの宝庫、何にでも挑戦！＞ 

「現在いくつかの講座を開講していますが、会員の皆さんが興味ある講座に来て、私達とお 

しゃべりをしながら作品を仕上げたり、パソコンやギター・手話の練習をしたりと、和気藹々 

とした雰囲気でやっています。９月からはヨガとペーパークラフトも開講を予定しています。講 

座を通じてスタッフや会員の皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせればと思っています。気軽に 

参加して自分にあった講座を探してみてください。」 

△△町町田田美美奈奈恵恵＜学校や地域で様々な活動をしてきた意欲の固まりです。笑顔が一番！＞ 

     「フリースペースのランチタイムは、水曜日以外はみんなで作って食べます。買出しに行く、 

地元商店街のオジサン、オバサンとも、今ではすっかり顔なじみになり、立ち話しで盛り上が 

ることも！！  

とびきりな特別メニューではないけれど、『いただきまーす』の声が、《愛情たっぷりランチ》 

を囲みます。そして、食後の大イベント（！？）と言えば、お片づけ当番決めのジャンケン！ 

『最初はグー！』と、大声を張り上げる顔は、真剣そのもの・・・・。さあーて 今日の当番は、 

誰かな？！」 

                                                                        ※※ススタタッッフフ紹紹介介はは次次回回にに続続ききまますす  

  学習サポート＜ネクスト＞  

生生徒徒のの目目標標にに合合わわせせたた授授業業のの良良ささ、、実実感感    
通常授業とは別に設けた夏期講習は３４回授業が設定でき、通常と合わせ約７０回の授業となり 

ました。暑さの中頑張る生徒のため、担当としては、講師の方々と日程や授業内容の調整をしなが 

ら、授業を設定してきました。猛暑・酷暑といわれた今年の夏、ネクストの８月は・・・ 

夏休みとあって午前中で授業を終えた小学生は、フリースペースで午後まで楽しく遊んでいってく 

れました。一方中学生は、部活の練習と両立しながら通った子やネクストとアバウトを併用しながらた 

くさんの学校の宿題にせっせと励んだ子もいます。そして、三年生は受験を控え、高校の説明会や体 

験学習に参加し進路を具体的に考え始めました。目標が見えてくると学習に対する姿勢も変わってき 

ます。昨年、大幅に変わった神奈川県の入試も今年また変更点があります。できる限りの情報をお伝 

えし相談にも応じております。また、二期制の学校は９月中旬に期末テストがあり、そのため講師も生 

徒のテストの日程に合わせ授業を組み対策をしています。そして、高校生は大学進学、テスト対策、 

予習・復習と各々の課題・目標をもって受講していました。１対１の個別授業の良さは、その場で自分 

の疑問点を質問でき解決できることを実感してくれたことと思います。オリンピックを観ながら目標と情 

熱をもって生きる人間ってすばらしい！と感じました。         （学習サポート担当：山川幸子） 

        

 

 

 
  

  

  

  

                                  ボランティアグループ未来（不登校・高校中退親の会）通信 

「暑暑いい夏夏、、どどんんなな夏夏休休みみででししたたかか」 
    暑い暑い日に、「これ 1回きりという定例会を逃したら不安」というお母さんたちが集まりました。 

   反抗期に入り、自分の気持ちを誰かに向かって伝えるときに、どうしても言いやすい相手に、思いの 

ままに表現してしまう。それが、とてもきつい言葉だったり、攻撃的な態度だったり。 

受け取る方もそうそうおおらかではいられません。言い返そうか、いましめようか、それとも聞き流そう 

かとその度に悩みます。でも、わが子の行動を、反抗できるようになったんだと成長した証ととらえて、

心の片隅にしまっておくと少し楽かもしれません。 

    高校には行きたいと言いながら、なかなか勉強しない。それはどこの子ども 

に限らず、みんな同じ。今は勉強より、進路をどうしたいのか、どんな高校があ 

るのか、の方が気がかりでしょうし、それが定まって初めて行動に移すのだと 

思います。お子さんが興味を示しているものがあれば、できれば、より多くの情 

報を集めて下さい。不安があれば、直接高校などに問い合わせてみるなどして、 

確かな情報を得ていると、子どもが寄りかかってきたときに親も揺れないですむ 

ことがあります。「未来」もお手伝いします。ご相談下さい。 

秋に心休まるイベント考え中。決まり次第ご連絡します。（文責：とみた みちこ） 

ウウィィルル・・よよここすすかか（（ひひききここももりり親親のの会会））    

  

ハハッッととししてて、、反反省省すするる、、わわたたしし        
８月の定例会は第３土曜日に行われました。残暑の中、８人が出席しました。それぞれが、この夏 

の様子を話し合いました。家族と大喧嘩する子ども、自分の気持ちをはっきり口に出すようになった

子ども、世間の冷たい風に気持ちが萎えてしまった子ども・・・。一方、子どもが少しずつ動き出すこと 

で起こってきた様々な衝突や挫折・葛藤、毎日起こるそれらの色々な出来事に対して、つい一喜一憂 

してしまう親たち。そういう自分の気持ちを抑えきれず、心配で心配で、つい一言「○○した方がいい 

んじゃない」と声をかけてしまう。「お母さんは、そうやって自分の価値観を押し付けてきたんだろう」と 

言われ、ハッとして反省する。「親が心配して、何か変わるんですか」と、カウンセラーに言われたこと 

はいつも心の中においてあるが、次々と心配の種が出てきて、自分だけでは抱きかかえられない気 

がする。「生き方は子どもの権利」「親の人生と子どもの人生は別」、そうですよネ。それは分かってい 

るつもりですが・・・。また、元気にやっていきましょ！ 辛くなったら、一人で抱きかかえられなくなった 

ら、誰かの助けを借りながら。９月の定例会は、第２土曜日、１１日です。又お会いしましょう。 

                                         （ウィル運営委員：ＫＭ）               

               中中央央公公園園にに花花壇壇をを開開ききまますす    
上町の丘の上には、文化会館が。そしてその頭上には中央公園があり、眼下

に東京湾が広がっています。「中央公園の一角を借りるこ

とが出来る」との朗報を得て、代表が緑政部公園管理課と

協議し、1 坪程の花壇を市より借用することができました。

「アンガージュマン・よこすか」のネーム入り花壇の登場で

す。花にするか、野菜？にするか、夢は広がります。 

【 お知らせ 】ＨＰ（ホームページ）完成です。アクセスしてください 
ＵＲＬ：http://engagement.angelicsmile.com/ 

また、通信等郵送しているものを、メールでお送りしたいと思います。

メールアドレスお持ちの方は下記へ「通信送れ」とお知らせください。

e-mail:engagement@jcom.home.ne.jp 
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2000044年年夏夏    《《ここのの頃頃想想ううこことと》》  
『『ひひととりりでで悩悩むむののははももううややめめままししょょうう！！』』    

（（亨亨））    父父親親のの会会ＤＤＡＡＤＤ  
  
小柳代表から会報への寄稿を依頼されたものの、自分が 

皆様にお伝えするようなことがほとんど無いことに気が付き 
ました。それは私自身、いまも息子が家に篭っていることで 
苦悶している最中のひとりだからです。 だからこの紙面で 
お伝えする事として今、私が悩み、苦闘している中で感じて 
いるままに思いを述べてみる事にしました。 とりとめのない 
拙文をご容赦ください。 
 
それまでごく普通で快活だった息子が成人した後にひとが変わったようになったのです。 私 

はその様子を気にしながらもいづれは元に戻るものと軽く考えていました。 息子の心の病に対 
して無理解のままでいた訳です。そればかりか「ひきこもり」の言葉さえ知りませんでした。 
その頃の私は夫、父親として仕事・家庭生活・子育てについて「決して間違っていない」と漠然 

とした自信を持っていました。 息子が元に戻るどころかそんな状況が長期化して家族や、とりわ 
け父親の私に口を訊かないばかりか、すっかり心を閉ざしてしまい困惑する中で、私も妻も次第 
に不安が募ってきました。その反面では子供達には殊更心を尽くして育んできて、将来の夢も 
子供に託してきました。それらが音を立てて崩れてようで腹立たしくもあり、わが身の不幸を嘆く 
毎日が続きました。 
その時からひきこもりに関する本や説明会、専門家（ﾒﾝﾀﾙｶｳﾝｾﾗｰ､精神科医等）の話を読み、 

聞き漁りました。 
 そんな中で気が付いた事はこれまでの自分は家族や子供への接し方が本当に適切だったの 
だろうかと冷静に考えるようになった事です。 心を閉ざした我が子の気持ちに少しでも近づき 
たいとの思いで「自分も変わろう」と思うようになったのです。 それにはこれまでの自分の生き 
方の根幹の一部を反省と否定する事でもあり、これは辛く、簡単に気持ちの転換が出来ない事 
も多々あります。 こんな時自分の不器用さや頑固さが身に沁みます。 
また同じ悩みを抱えたご家庭が身近に驚くほど多く居られることがわかりました。 一説には百 

万人もの若者がひきこもりやそれに近い状況にあるとのことです。 当然そのご家族は途方に暮 
れ悩んでいることを思うと心が痛みます。 
或る資料によれば 真面目、几帳面、責任感が強い、争いごとを好まない、頼まれると断れない、 

心配性“こんな性格の人は要注意”とありました。 でも私はこれらの性格は決してネガティブなもの 
でないと考えます。 むしろ誰もが人間として持つべき“美点“と思います。 ただ現代社会は往々に 
して声の大きさ、見た目のかっこよさ、人付き合いの良さ、時には人を押しのける強引さが“役に立 
つ奴”として評価される傾向にあるのではないでしょうか。 
お互いの思いやりの気持ちがなくなった時、弱いものがこの社会からドロップせざるを得ないの 

でしょうか。世界有数の経済大国になってもその一方で多くの若者が社会生活からの疎外ではあ 
まりにも不幸です。 
ひきこもり等の心の病は医療の他にメンタルケアと家族や第三者によるな対応が欠かせないと 

思います。これが正しい対処なのかは自信が無いのですが、前述した「自分も変わろう」との思い 
で実行しているのは 決して怒らない（腹を立てない）、夫婦喧嘩をしない（楽しい会話をする）、 
些細なことでも家族に穏やかに話し掛ける、家の中で活動的になる（家事を手伝う等）、息子に話 
  

  
  
  
  
  
しかけ続ける（返事を期待しない）、講演会、家族会等への出席を隠さない（資料等を見える所に 

置いておく）等々。結果『親父、最近変わった』（と息子が妻に言った由） 食事も私と一緒にする 
ようにまでなってきました。遠廻りしながらも私が求める息子の回復の兆しが感じられるのです。 

   
結論から言えば、ひきこもり等の心の病に即効性の特効薬は（残念ながら）なく、回復には近道 
は（残念ながら）ないように思います。 だから家族の、両親は心身共にいつも健康であることが必 
須です。そのために子供のことで思い煩うばかりでなく、思い切って自分の好きなことに夢中になる 
ことも精神衛生上良いことだと思います。（私も妻もそうしています） 
 
また、家族会等への参加は同じ悩みを抱えた家族同士が心おきなく語れる場であり、心が癒され 
る場です。 親御さんが心の病を抱える家族がいると世間から孤立することが多いのではないでしょ 
うか。  

 
特に父親は頑なに現実を直視したがらない方も多く（私がそうでした）、母親任せのケースも多い 
のではないのでしょうか。 「こんなに大切に育てた息子（娘）がどうして…」とそれが子に対しての怒 
りとして向えば（充分その心境は理解できますが）ことは重大です。 何故ならそれは当事者にとっ 
て状況を悪化させることはあっても回復の手段にはならないように思えるのです。 何よりも息子 
（娘）がいちばん悩みもがいているのですから。 悩める多くの‘親父’が話し合える会等への参加を 
私は呼びかけたいと思います。ここアンガージュマンにも設立してまもなく父親の会“Dad”を立ち上 
げて戴きました。家族だけで問題を抱え込まないためにも、情報交換の中から良い知恵を得ること 
やお互いに励まし合い、支え合える会にすることが出来ればといいなと考えています。  

 
『ひとりで悩むのはもうやめましょう！』 

                                                                      
  
  

                                                            イイララスストト講講座座風風景景  （（オオーーププンンススペペーーススデデイイ））  
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