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2013年  2月のアンガージュマンの予定
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2 月 の ボ ラ ン テ ィ ア 募 集

のたろんフェスティバル
市民活動サポートセンター(汐入)

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　　　　2/11(月)　　　　３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布　
物産宅配　　　2/21，22　　　　３名　検品、仕分け、梱包、配達
昼食会　　　　毎週水曜日
            　（2/6､13､20､27）３名　調理、盛りつけの補助
夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ  2/1,8,15,22  　 ５名　ともに過ごす
通信発送作業  2/27 　　　５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 

本のご注文は
はるかぜ書店へ
　　　　一般書籍・雑誌・
専門書籍など
お取り寄せ致します。

正確な書名が分から
ない場合もお調べし
ますので、お気軽に
店員まで。

 046-804-7883

物品募集に対して、皆様からたくさんのお申し出を頂き、
感謝申し上げます。
ご提供頂いた品物は、シェアハウス・フリースペース
また日頃の活動に際し活用させて頂いております。
ご協力ありがとうございます。
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2013年  2月のアンガージュマンの予定

14:00 ボランティア
　　　ミーティング

保護者会
14:00～16:00

参加希望・物品提供下さる方はご連絡下さい。046-801-7881　担当　石川隆博

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

リエゾン　宅配

【答えは中々出てきません】

　本年１月５、６日に職員研修を行いました。ＤＳＴ(デジタルストーリーテリング )研究所の小澤
さんと須摩さんの協力を得て、職員四名が宿泊しながらそれぞれの作品を制作しました。テーマは
「あなたにとってのアンガージュマンとは？」。自分の所属する団体についてもう一度見直そう、と
いう目的です。アンガージュマンとはフランス語で社会参加を意味し、団体の理念ともいうべき言
葉です。しかし、これが本当に難しく、答えは出てこないのです。四名が作った作品に共通して感
じ取れることは｢ゆるやかに生きる｣ということでした。
※ＤＳＴとは・・・デジタルとストーリー・テリングを融合させる新しいコミュニケーション技法
です。 対話の場を通して、一人ひとりが自分の物語を語り、写真などを使って短編ビデオ作品を完
成させます。 

【自分らしい生き方を手に入れる場所】

　そうパンフレットの表紙に書かれています。｢ゆるやかに生きる｣ことが｢自分らしい生き方｣とす
るならば、アンガージュマンにやってくる人たちはゆるやかな生き方を手に入れようと模索しに来
ている、と言えるかもしれません。また、当初の目的は違えど、この場で過ごすうちにゆるやかに
生きようという考えになります。学校や家庭、社会のあらゆる局面が極めて厳しい状況になりつつ
あるなか、ほんのひと時、この場所だけでも自分らしくいられる、という場がここにはあります。

【遊び】

　どんな機械も遊びがないとうまく動かないそうです。人間の器官も同様のようです。人間の作り
出したシステムも遊びがないとうまく動かないのではありませんか？　一人一人にとって、それは
アンガージュマンの理念や場ではないかもしれません。様々な遊びがあってよいのでしょう。でも、
それがシステム化されるとひずみが出てくるのです。遊びがなくなるのです。すぐに動かなくなる
ことはないでしょうが、痛みを伴います。そして、いずれは動かなくなってしまうのかもしれません。

【これまでのアンガージュマン】

　ゆるやかだけど、一所懸命走って来ました。力は足りなくても色々なことに挑戦してきました。
おかげさまで多方面から認められる団体になりました。一気に成長しましたが、その後は大変苦し
い状況が続いています。今年度は大幅な経費削減を実現し、経験不足ながらスタッフも必死になっ
てやっています。しかしながら、構造的な課題は創業時から変わっておらず、現在も予断を許さな
い状況です。それでもゆるやかな暖かい雰囲気というのは変わっていません。この状況を考えて別
の言葉で言えば｢ぬるい｣ということなのかもしれません。

【アンガージュマンとは？】

　そもそも現在の厳しい社会情勢の中で、ともすると「ぬるい」という考え方は認められないこと
でしょう。スキだらけの八方破れの構えも体力があってこそ。もともと弱い人たちが集まって戦お
うとしても戦いにならないな、と。近頃、ちょっと無理してるのではないか、と思います。これっ
てアンガージュマンなのかな？？？

あなたにとってのアンガージュマンとは？　おしえてください。　　　　　　理事長　　島田徳隆

登山計画　第 2弾！
鷹取山へ ・ ・ ・ ！！

今月は、 追浜駅を出発し、 鷹取山に登り、
神武寺駅に出るコース。
日程は調整中ですので、 決まり次第、
ブログにてお知らせいたします。



たまには少人数で昼食会

ボランティア 居場所での見守りとは…

相談・カウンセリング 皆さんの年賀状から

ネクスト いよいよ大詰め！

あばうと＆キックオフ 大楠山登山

　 「ボランティア」を体験した後で、「役に立っていたのか」、「参加して良かったのか」と不安や焦燥感の
ような感情が起こることががあります。前回「無償」のことをあげましたが、見返りを求めないという点で
「無償の愛」が必要なことが、ボランティア活動には見られます。
　核家族が増えた高度成長期を経て、景気の冷え込みとともに年少人口（15 歳以下）は減少をたどり、子
どもを取り巻く環境は大きく変わっています。もはや一人っ子も、ひとり親の家庭も珍しいことではなくなっ
ています。
　そんな状況の中、　東日本大震災を通じて、痛感するのは「人を救えるのは人でしかない」という現実です。
子ども・若者の予想できない言動はラグビーボールのような弾み方をします。そのボールを取り囲めばうま
くボールを取ることがきるでしょう。スタッフだけではなく、様々な年代、経験をもつ方がボランティアと
して参加いただき、子ども・若者を中心に取り囲む（見守る）ことができれば、そもそも制御できないボー
ルですから、自分の行きたいところに行けるのだと思います。そんな状況をもたらすのが居場所でのボラン
ティアの存在だと考えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川隆博

　年賀状を紹介したい。(感謝 )「元気でやってます。滝田さんは調子はどうですか？　またそのうち、お
会いしたいです。寒い時期ですが、どうぞお元気で」。中学校で不登校、高校進学したが行かなかった。1
年後その高校を退学、再受験し単位制高校へ進学。なかなか学校へ足は進まず、半年過ぎ少し学校が近くなっ
た。昨年からマイペースを維持し高校生活に舵を切り始めた。昨夏、コミュニケーションケアーの集中カ
ウンセリングを実施した。言葉を大切に内省が深い、等身大の自分を確認しながら進む道を探している。
学校のある駅を降り、コンビニ等で息を整えて学校へ入っていく、自己調整の手法を手に入れた。友達が
できない、何のために勉強するのか、日々彼の頭の中には嵐が吹き荒れている。外見や表情は落ち着いて
いるが…。彼はこの道をゆっくり歩んでいく、それを手に入れた。思春期の自分探し、素敵な大人になる
ことを僕は確信している。親も家族も、特に母親の寄り添い方が素敵だった。(そんな冷静じゃなかったと、
一喝されそうだが )　
　その他の賀状も紹介する。
　「昨年は心配頂きながら、また一歩がうまく進めませんでした。コミュニケ -ションの難しさを感じる 1
年でした。又少しずつ前へ進もうと思います」(母親 )　
　「昨年は総会でお世話になりました。今年は是非面談にてじっくりお話しさせて頂きたいと思っておりま
す。その機会にはよろしくお願い致します。追伸　昨年の自民党圧勝により私のような弱者は切り捨てら
れそうで戦々恐々としております。」(若者 )　
　僕自自身、法人や高校でも出口論、進学・就労支援的なカウンセリングが中心となっている昨今です。
　1月は座間市、2月は仙台市、3月は高松市で講演活動します。相談ください。法人ではフリースペース・
就労支援 (リエゾン )・シェアハウス・商店街活性化等などが、あなたを待ってます。 　　　　　滝田衛

教育コラム第７回　いじめと部活動、携帯メールのワナ

　10 年前、久しぶりに現場へ管理職で戻ると、いじめは巧妙になっていた。携帯電話、メール、ホームペー
ジと新手の登場（最近はブログ、ツイッター、ミクシ―やラインと多様）。携帯番号やメールアドレスの数
が生徒のステイタス、安心感の証の時代。「友達 400 人」とアドレスを自慢する中 2女子もいた。
　午後 6時過ぎの職員室、3年生徒指導教員と部活顧問が報告に来た。3年 A男の母親から「家の子がいじ
められている」と電話があったと。A男は副部長。真面目でクラスでもリーダー格。3人の教員が本人と保
護者に会い、事実関係を理解するため、家庭訪問へ出かけた。
　母親の話では、A男は家に帰るなり「部活動を辞める。学校も行かない」と母親に言って自室に閉じこもり、
母親が問いただしても答えない。そこで学校へ電話したといういきさつ。部活を辞めたい訴えだったので、
部活顧問が A男の部屋に行き、2人の教員は母親に更に事情を聴き、今後の対応について話し合った。顧
問は「部活動は辞めさせない」との姿勢で臨んだが、A男は話さない。
　そこで顧問は女子部長に電話した。部活動メールや部員 HP に沢山の書き込みがあると伝えてきた。「A
男はキモイ」「部活内、恋愛禁止」「副部長失格」「Bちゃん泣いている」「A男追放」等、プリントすると A
４紙 24 枚になった。ようやく A男は話し出した。部活練習が始まる前に、A男が B子に告白。それを見て
いたもう一人の副部長 C子が面白半分と嫌がらせで仲間 5人に報告。すぐに「キモイ」「臭い」「スケベ」
等の声が響き、メールも発信された。
　告白した副部長 A男への制裁と暴言、いじめだ。緊張感の高い集団主義の文化部、男子が少なく女子の
存在観が高い。裏ルールによる集団の攻撃が個人を縛り付けた。A男は個人制裁を合法化させるターゲッ
トとなった。告白を微笑ましく賞賛し、副部長職を尊重してくれれば何事も起らなかったのだが。
　メール等のいじめは加害者意識を失う。ただでさえ、いじめに罪悪感はない。このいじめは早い対応だっ
たのと、単一部活内の出来事で終わったので、翌日には解決した。A男は部活を辞めることもなく、部員
にも良い反省で終わった。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝田衛

　大楠山ハイキングの日は水曜日にあたりました。お留守番のス
タッフ 3人、利用者さん 1人、ボランティアの方 1人と共に、こじ
んまりとした昼食会となりました。ちなみにメニューは、中華丼と
ゴボウソテーと牛乳寒でした。静かでしたよ～（＾∇＾）　　　　
　　　　　　　　                           　　　　萩原恵子

　いよいよ受験シーズンも大詰め。ネクストのと学習は、必ずしも
受験の為だけではありませんが、そうは言っても大切なことには違
いありません。本人も講師も緊張感が高まります。そんな中、私立
高校志望の生徒からは、嬉しい合格の知らせも届き始めました！　
　一方、公立高校志望の子は、ラストスパート。面接のある子には、
練習も行います。ここまできたら、体調管理も重要ですね。インフ
ルエンザが流行っているようですが、規則正しい生活と食事で、免
疫力をアップして、試験本番に備えて下さいね！　　　石井利衣子

　理事の長野さんの提案で、今月は大楠山に行ってきました。スタッフ
含めて 10 名が参加して、あばうと・キックオフ合同の行事となりました。
　まずは朝 9：30 にアンガージュマンに集合。普段お昼ごろから来る子
どもたちですが、この日は何とか時間通りに集まりました。税務署前の
バス停からバスに乗って、林の交差点で乗り換え。前田橋の停留所で下
りると、既に長野さんは到着しています。しかも、完全な登山スタイル
です。ハイキング気分の我々は、早くも先行きがちょっぴり不安に…。
ともかく、「自分のペースで」という長野さんの言葉で、登山スタート。
　登り始めは、前田川に沿った道を上流に向かって進みます。沢沿いと
言っても遊歩道として整備されているようで、手すりや飛び石も配置さ
れた歩きやすい道です。川の流れが耳に心地よく響きます。
　しばらく歩くと、いよいよ山道へ。こちらも登山道として整備されて
いるのですが、前日の雨もあり、多少ぬかるんだ場所もあります。滑り
やすい所では歩幅を狭くした方がよいと、長野さんからアドバイス。み
んな慎重に進みます。
　始めは並んで歩いていたものの、だんだん列は長くなって、先頭集団
は遥かかなたに。それでもあせらずに「自分のペース」が大切。初心者
は休憩を取りつつゆっくり登ります。先頭から遅れること 1時間。やっ
と全員が山頂にたどり着いたのはお昼すぎ。
　山頂では、休憩所でカップラーメンを食べたり、野良猫に狙われつつ
おにぎりをほおばったり、展望台から景色を眺めたり、思い思いに過ご
しました。あいにくの薄曇りではありましたが、さすがは海抜 241.3ｍ
三浦半島の最高峰。360 度、ぐるりと見渡せます。伊豆大島、伊豆半島、
丹沢山系。横須賀の市街地、猿島、その向こうには房総半島。八景島シー
パラダイスのむこうは、横浜のランドマークタワー。遠くに小さくスカ
イツリーまで見えました。
　体力的に難しい人と、時間的に間に合わない…と判断したネクスト講
師は、ここから車で下山することに。
　下りは勢いがついてスピードが出てしまいがち。無理のないようにと
思いつつもどんどん進んでしまいます。道が分からないのに先頭を行っ
て、迷子になる人も…。なんとか連絡を取り合い、合流することができ
ましたが、周囲を見ながら進むのも、団体行動では必要ですね。
　無事下山した後は、長野さんが地元の日帰り温泉へ連れていって下さ
いました。熱いお湯にのんびり浸かると、足の疲れがじわじわと取れて
いきました。
　自然の中で過ごすことが少ない彼らは、その楽しみ方もぎこちないよ
うに感じます。自分の持つ体力を把握すること、周囲の状況を感じるこ
と、自然の中で学べることが、まだまだたくさんありそうです。
　ということで、２月は鷹取山へＧＯ！　　　　　　　　　石井利衣子
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手作りパン。ふっくら焼けました。

山形物産市には
干し柿・干し茄子・芋がら　冬の味！
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