
１２月アンガージュマン日程 

※※印印はは閉閉室室のの印印でですす    ｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘｰーととイイララスストトのの講講座座はは講講師師がが年年末末でで忙忙ししいいたためめおお休休みみでですす。。  

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  

ＡＡＭＭ１１００：：００００  

初初級級 PPCC 講講座座  

 

 

学習サポート    

２２  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ９９：：００００  

ススタタッッフフ会会議議  

 

 

学習サポート   

３３  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＭ１０：３０ 

クリスマス 

キャンドル作り 

 

学習サポート  

４４    

  

PPmm11：：００００  

未未来来  
ＰＭ４：00 

拡大事務局会議 

５５  

  

      ※※  

６６  
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  

  

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  

ＡＭ１０：３０ 

クリスマス 

キャンドル作り    

 

 

 

学習サポート  

８８  
フフリリーーススペペーースス  

AAＭＭ１１００：：００００  

ﾋﾋ ﾞ゙ｰーｽｽﾞ゙ｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘｰー

基基礎礎  
 

 

 

学習サポート 

９９  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ９９：：００００  

ススタタッッフフ会会議議  

ＰＰＭＭ２２：：００００   

ソーシャルスキル

トレーニング 

（ＳＳＴ） 

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  

 

 

 

 

学習サポート  

１１１１  

  

  

PPmm11：：0000  

ウウィィルル  

  
  

１１２２  

  

      ※※  

  
        

    

１１３３  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＭ１０：３０ 

クリスマス 

キャンドル作り  

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  

 ＡＡＭＭ１１００：：３３００   

卓卓球球 OORR  

ババドドミミンントトンン  

ＰＰＭＭ２２：：００００  

テティィーーチチイインン 
学習サポート  

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

    ヨヨガガ  
  

学習サポート 
ＰＭ7：00 

拡大事務局会議  

11６６  
フフリリーーススペペーースス  
ＡＡＭＭ９９：：0000  

ススタタッッフフ会会議議  

 

PPＭＭ１１：：0000  

カカララオオケケ  

学習サポート  

11７７  
フフリリーーススペペーースス  
AAＭＭ１１00：：0000  

ﾋﾋ ﾞ゙ｰーｽｽﾞ゙ｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘｰー

基基礎礎  

 

 

学習サポート  

１１８８  

  

  

PPmm11：：0000  

未未来来  

１１９９  

PPmm３３：：００００  

ＤＤａａｄｄ  

父父親親のの会会  
翌翌週週がが冬冬期期講講習習

のの たた めめ ここ のの 日日にに

変変更更でですす  

２２００  
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    

２２１１  
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  

ＰＰＭＭ２２：：００００  

  映映画画をを語語ろろうう 

 

学習サポート  

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１１１：：００００  

 おお菓菓子子作作りり  

ＰＰＭＭ１１：：００００  

大大掃掃除除  
学習サポート  

２２３３  

  

  

ＰＰＭＭ５５：：００００  

夜夜食食会会  

２２４４  
フフリリーーススペペーースス  
ＡＡＭＭ１１００～～ＰＰＭＭ４４  

オオ ーー ププ ンン ・・ スス

ペペーースス・・デデイイ  
◎キャンドル 

◎ビーズ 

学習サポート  

２２５５  

商商盛盛会会  

抽抽選選会会  

  

冬冬期期講講習習 11  
ＰＭ1：30～5：45  

２２６６  
  

  
  

  

冬冬期期講講習習 22  
ＰＭ1：30～5：45  

２２７７  

  

  

冬冬期期講講習習 33  
ＰＭ1：30～5：45  

２８ 

  

  

冬冬期期講講習習 44  
ＰＭ1：30～5：45  

２２９９  

年年末末休休みみ  

  

    ※※  

３３００  

年年末末休休みみ  

  

    ※※  

３３１１  

年年末末休休みみ  

  

    ※※  

11／／１１  

元元旦旦  

  

    ※※  

１１／／２２  

※※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！！  

参参加加者者募募集集中中  
○○１１２２月月２２５５日日（（土土））上上町町商商盛盛会会商商店店街街のの抽抽選選会会ががあありりまますす。。ﾎﾎﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾃﾃｨｨｱｱ募募集集中中  

○○１１２２月月２２５５日日（（土土））～～１１月月８８日日（（土土））全全９９回回（（模模試試含含むむ））冬冬期期講講習習でですす。。中中学学３３年年生生募募集集中中  

  

E メールでの送付を進めます 
アアンンガガーージジュュママンンのの通通信信ややおお知知ららせせををＥＥメメーールルででおお送送りりししてていいまますす。。パパソソココンンががおお手手軽軽のの方方はは、、ぜぜひひ  

メメーールルををアアンンガガーージジュュママンンままででおお送送りりくくだだささいい。。返返信信でで通通信信等等をを送送付付いいたたししまますす。。 

［アンガージュマンよこすか］ＵＲＬ：http://engagement.angelicsmile.com/ 

連絡先  Tel/Fax 046-801-7881   e-mail:engagement@jcom.home.ne.jp     

  

２２００００４４（（平平成成１１６６））年年１１２２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.１０ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

          地地域域・・上上町町商商盛盛会会でで研研修修そそししてて仕仕事事をを        

就労へホップ・ステップ・ジャンプ 
          ～～アアンンガガーージジュュママンンはは君君ののややるる気気ををササポポーートトししまますす～～  

      いいよよいいよよアアンンガガーージジュュママンンはは、、若若者者達達のの働働ききたたいい気気持持ちちにに寄寄りり添添うう、、就就労労支支援援事事業業にに  

取取りり組組みみまますす。。私私たたちちはは「「働働かかななけけれればばななららなないい！！」」とと言言うう視視点点ででははななくく、、「「外外へへ出出たた  

いい」」「「人人とと関関わわりりたたいい」」「「社社会会ととつつななががりりたたいい」」「「働働くくここととをを始始めめたたいい」」とと言言うう人人達達をを  

前前提提ととししてて提提案案ししてていいまますす。。人人ににははそそのの人人ななりりのの時時間間ががあありり一一生生ががあありりまますす。。「「２２００才才  

ににななっったたらら」」ととかか「「社社会会にに貢貢献献ししななくくててはは」」とと言言うう社社会会をを前前提提ににすするるののででははななくく、、ああくく  

ままでで貴貴方方とと言言うう個個人人をを基基本本にに考考ええたたいいとと、、ここのの事事業業にに取取りり組組みみまますす。。でですすかからら、、「「私私はは・・・・・・  

のの理理由由でで働働ききたたいいののででここのの事事業業にに参参加加ささせせてて下下ささいい」」とと申申しし出出てて、、行行動動ををおお願願いいししまますす。。          

        ささてて、、働働くくっっててどどうういいううここととででししょょうう  

かか？？  改改めめてて考考ええるるとと難難ししいいでですすねね！！  そそ  

ううななんんでですす。。多多くくのの人人たたちちはは、、自自分分のの夢夢  

ととはは別別にに、、そそのの時時のの偶偶然然やや人人ととのの関関わわりりでで  

      仕仕事事にに就就きき、、働働くくここととをを始始めめるるののでですす。。ももちちろろ  

んん「「免免許許ががああるるかからら」」「「経経験験がが必必要要」」ととのの将将来来  

設設計計ととししてて仕仕事事をを得得るる人人ももいいまますす。。ししかかしし、、結結  

論論ととししててああるるののはは、、経経済済的的なな自自由由をを獲獲得得すするる  

ここととでですす。。ここれれははどどんんなな職職業業にに就就ここううとともも、、金金  

銭銭的的なな自自由由をを手手ににすするるここととななののでですす。。仕仕事事のの  

対対価価ととししてて。。ささああ、、上上町町ののアアンンガガーージジュュママンンででどどんんなな仕仕事事にに？？  ホホッッププ・・スステテッッププ・・ジジャャンンププ！！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂之上のひとりごと ⑤     代表：小柳良 

就労支援プログラムがいよいよ始まりました。神奈川新聞に掲載されたこともあって

徐々に仕事の依頼がきています。庭の草取りや掃除、物置の移動など。これから研修

を受けて多くの人達がここで働いて社会と関係をもつ第 1 歩になればいいと思います。

そして 12月からフリースペースに利用料が一回500円となります。この場所に来たい人

誰もが来られるようにとの願いです。 

 

いよいよ今年も終わります。皆さんに力を借りて色々な経験をさせてもらった 1 年でし

た。来年がアンガージュマンにとっても皆さんにとってもよりよい年でありますように。 

忘年会でのお酒は控えめに！ 

 

 



1122 月月よよ りり、、使使いいやや すすいいスス ペペ ーー スス にに   
 開所以来８ヶ月が過ぎました。会員も１２０家族を超え、不登校やひきこもりの相談も毎日のように 

受けています。利用者の方々も、一人ひとりのペースで生活し少ずつ変化を見せ、笑顔が見られる 

ようになっています。相談者も不登校約３０人、ひきこもり５０人程ですが、まだまだ利用するところま 

で来ていない人達が多いです。もちろん利用すればいいというものではありません。一人ひとりの生 

き方、価値観が何より重要なのですから・・・。「家にいるより！」との親御さんの思いは分かりますが、 

当事者本人の「利用したい」との気持ちが大切だと、スタッフは思っています。しかし使い勝手が悪い 

のなら、修正をしなければならないと考え、いくつか声を頂きました。 

○月契約での利用では、「行かなければならない」との思いが苦しい。 

○行きたい時、必要な時に使いたい。               等などの率直な声を・・・ 

    そこで、アンガージュマン・スタッフは考え、次のような使い方に変えていきます 

○使い勝手の良さ  使いたい時に来る  利用する時に利用料を払う 

      １１日日（（９９：：００００～～１１５５：：００００））利利用用  １１回回５５００００円円  
講講座座・・相相談談はは別別途途利利用用料料必必要要  

 今月よりこの形で進めていきます。ぜひ、うまく利用してみてください。 

上町商盛会のご理解で就労支援活動  
１１月の通信で予告をしましたところ、ある新聞記者が就労に関心を持ち取材に来ました。それが 

１１月２１日発行の神奈川新聞一面トップ記事になったのです。（ホームページご覧ください。） 

  私たちが活動する上町商盛会商店街では、アンガージュマンへの理解を高くいただき、理事会で 

協議の上、商店街で働く若者の支援を積極的に進めていくことを決定してくれました。そこで、次のよ 

うな手順で就労を進めていきます。働きたいと願っている人達は、ご連絡ください。 

                                     （上町商店会で買い物 
                                                 し注文者へ配達作業） 

   

                                                       （地域のおうちへ出向き 

                                          掃除・草取りの軽作業） 

 上の流れを次に説明をします。 

①働きたい人は、その意志をアンガージュマンスタッフに相談依頼してください。 

②来所の上、申し込みをして下さい。具体的には、就労研修を受けてください。 

    講座研修：１６時間   ボランティア研修：２４時間   職場研修：４８時間  計８８時間 

③研修終了後、研修修了証及び認定修了証を受け取ってください。 

④証書を持って就労相談に入ります。 

⑤希望すれば、アンガージュマン就労の「お届け便」「孫の手」のスタッフとなって頂きます。 

中中３３生生徒徒  集集ままれれ！！  冬冬期期講講習習  
  学習サポートを利用している中学校３年生とは、親御さんに入って頂き、担当の山川と必要に応じて 

教育相談スタッフも加わり、進路相談を進めています。中学卒業後の進路について少しずつ方向を決め、 

学習の進め方を定めています。１２月から３月までを見通し、この一ヶ月半の努力を。最大１０人募集！ 

○１２月１１日(土)事前模擬テスト   ○１月８日(土)事後模擬テスト   

○１２月２５日～２８日・１月４日～７日冬期講習   講座８回 模試２回（１回無料）  

ボランティアグループ未来・ウィルよこすか合同通信 

思いっきりの息抜きを 
           ＝初のバスツアー 11 月 23 日｢未来｣｢ウィル｣＝ 

天気にも恵まれ 11 月も半ばを過ぎているとは思えないような暖かさ。総勢 27 人での参加。

バスは一路伊豆へ。海老名ドライブインのメロンパン。渋滞無し。とっても早めの昼食は寿

司バイキング。絶景の駿河湾越しの富士山を眺め木負のみかん園。もみじ林 枝葉が高い

ところでうっすらと空をおおい、見上げるもみじを透かすように差し込む日の光。次は修善寺。

台風の傷跡の中、頑張っている人々の姿を垣間見ながら情緒のある町を散策。そして天城。

添乗員さんとバスガイドさんにすっかりお任せの遠足みたい 

な旅でした。日頃の心と体を使い切るような日々から開放さ 

れる。そういう状態に身を置くというのもとても良い事だと思い 

ます。 

定例会で「親御さんが楽しむのも大切よ。」という話が出た 

ところ、何となく抵抗があるというお気持ちの由が返ってきま 

した。私自身にも似た経験があります。確かにそんな風にし 

か考えられない時がありました。でも不登校真っ只中で正面きって受けて、何とかしなくちゃ 

って頑張っていると、無理が重なって、くたびれて、空回りの時間ばかり過ぎちゃうんですよ 

ね。大切なのは受け止める為の心の環境造りです。心のゆとりは良いことにつなっがってい 

くと思います。自分を一人の人間として考え、保護者である部分と両立してとらえ、人生の 

サイクルで見たとき楽しむ心は人を豊かにし、人の大きさを増し度量を育て安定を生むと思 

います。自信を持って(一人よがりではいけませんが)生きている人が魅力的なのはその辺 

りなのだと思います。お子さんが自信を持つためには、まわりの人間が素直な自信を持って 

いることが大切だと思います。一日、時間をすべて自分の為に楽しんだ満足感は優しさとな 

って子供に還元されることでしょう。 たまには思いっきり息抜きしましょうね。 

                                     （未来事務局長：三浦恵子） 

       募集！ ボ ラ ン テ ィ ア  や っ て みま せ ん か ？ 
            フリースペースで、いろんな人達に出会い、自分自身を豊かに、そして日々の生活をエ

ンジョイしてみませんか？ 利用する不登校の子どもや、ひきこもりの若者たち、そして保    

護者の方々と触れ合ってみませんか・・・。既にケーキ作り・料理・ＰＣ等でボランティアの

方々が６人が参加してくれています。おしゃべりだけでもＯＫ！！  

            詳しくは、スタッフまでお気軽にご相談ください。お電話で結構です。  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                              

 速報   ごご寄寄付付ををおお願願いいいいたたししまますす  
４月開所より８ヶ月目を迎えて、本当に人の途絶える暇はありません。フリースペ

ース・学習サポート・各種相談、順調に利用していただいております。さて、９月より

非公式に寄付を頂いてまいりました。アンガージュマン・よこすかの趣旨や現実のス

ペースの様子を見て、賛同と協力の意思表示としてご寄付を頂いております。 

頭書は予定はしていませんでしたが、就労支援への期待と具体化の中で、皆様

のお力を頂きたく、正式にご寄付の依頼をしたいと思います。別紙ご覧いただき、趣

旨ご理解の上、宜しくご判断をお願いいたします。 

なお、これまでにご寄付いただきました方を以下にご紹介し報告といたします。有

難うございました。今後の就労支援事業に使わせていただきます。 

・中村敬久様 ・山本洋三様 ・教育を守る会様 ・滝田秀雄様他 計１７４万円 

 

申込み 
・書類 

・料金 

・他 

就労研修 
①講座研修 

②ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

③職場研修 

就労相談 

就労支援 

お届け便 

孫の手 


