
フフリリーーススペペーーススのの利利用用方方法法をを変変更更ししままししたた  
今今年年よよりりフフリリーーススペペーーススのの利利用用方方法法をを以以下下ののよよううにに変変更更いいたたししままししたたののでで、、ごご了了解解下下ささいい。。  

○○利利用用日日をを分分けけまますす    不不登登校校のの子子どどももたたちちはは水水・・金金曜曜日日  午午前前９９時時～～午午後後２２時時  

ひひききここももりりのの若若者者達達はは火火・・木木曜曜日日    午午前前９９時時～～午午後後３３時時  

○○講講座座はは月月曜曜日日ままととめめてて行行いいまますす。。下下記記のの予予定定表表ををごご覧覧のの上上、、おお電電話話ででおお申申込込下下ささいい。。  

○○利利用用料料金金はは、、１１回回５５００００円円でですす。。各各自自のの使使いい勝勝手手ででどどううぞぞ！！      

※※利利用用ににつつききままししててごご意意見見・・感感想想ななどどあありりままししたたらら、、事事務務局局ままででごご遠遠慮慮ななくくおお寄寄せせ下下ささいい。。 
１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 

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

E メールでの送付を進めています、ご協力を 
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（（空空ででＯＯＫＫ））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     

２２００００５５（（平平成成１１７７））年年１１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.１１ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

  スタート！  さあ、始めよう               

就労研修そして孫の手事業                

      明明けけままししてておおめめででととううごござざいいまますす！！  本本年年ももよよろろししくくおお願願いいいいたたししまますす。。アアンンガガーージジ  

ュュママンン・・よよここすすかか、、暮暮れれのの２２６６日日をを持持っっててＮＮＰＰＯＯ認認証証１１年年をを経経過過ししままししたた。。思思いい出出せせばば、、  

昨昨年年のの１１月月ににはは、、事事務務所所のの内内装装工工事事をを始始めめてていいままししたた。。そそのの後後開開設設以以来来、、利利用用者者ににととっっ  

てて快快適適ななススペペーーススはは？？  利利用用料料金金はは的的確確かか？？  ススタタッッフフのの対対応応はは十十分分？？  ななどど等等悩悩みみはは  

尽尽ききまませせんんがが、、手手探探りりのの１１年年ででししたた。。正正直直にに言言ええばば、、走走りりっっぱぱななししのの１１年年！！フフーー  

  ～～自自分分ららししいい新新ししいい一一歩歩をを上上町町かからら始始めめままししょょうう～～  

暮暮れれのの２２３３日日（（木木））かからら、、就就労労研研修修のの第第１１期期ががススタターー      【【第第 11回回就就労労研研修修会会】】  

トトししままししたた。。ひひききここももりり経経験験者者ののススタタッッフフをを入入れれ５５人人でで  

ススタターートトをを切切りりままししたた。。代代表表：：小小柳柳ののレレククチチャャーーとと顔顔合合  

わわせせとといいううここととでで、、若若干干のの緊緊張張ががあありりななががららもも、、終終始始和和  

ややかかなな１１回回目目ででししたた。。今今後後９９回回のの机机上上ででのの研研修修とと、、就就労労  

現現場場ででのの研研修修をを積積みみ重重ねねななががらら、、２２～～３３ヶヶ月月のの就就労労研研修修  

をを展展開開ししてていいききまますす。。幸幸いい地地域域商商盛盛会会のの大大いいななるる支支援援をを  

受受けけ、、商商店店街街蛍蛍光光灯灯のの付付けけ替替ええ、、清清掃掃やや片片付付けけ、、物物のの移移  

動動ななどど幾幾つつかか仕仕事事のの紹紹介介をを請請けけてていいまますす。。  

            何何がが出出来来るるかか？？  何何ををししたたいいかか？？  悩悩みみやや迷迷いいはは尽尽きき  

なないいとと思思いいまますす。。ままずずはは、、動動きき始始めめ、、体体をを動動かかししななががらら  

今今後後のの夢夢をを紡紡いいででいいききままししょょうう。。                            

      よよろろししけけれればば、、１１月月のの第第２２期期就就労労研研修修へへごご参参加加くくだだささいい。。おお待待ちちししてていいまますす。。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂之上のひとりごと ⑥     代表：小柳良 

あけましておめでとうございます。 

坂の上の家は２年目を迎えました。昨年より就労支援講座が始まり、若者たちは１２月

３１日まで研修就労に励みました。地元商店街や地域の皆様のご協力で、今年はより

いっそう充実したものにしていきたいと思っています。 

そして昨年からネクストでがんばってきた受験生諸君。もう少しですね。きっと春には

君たちの笑顔が見られる事でしょう。ここに集うみんなの笑顔が私達を勇気づけてくれ

ます。月並みですが今年もよろしくお願いします。かく言う私は、年末年始の不摂生を反

省し、今年は肝臓と胃とアンガージュマンのスタッフをいたわり、周囲からの叱責を謙虚

に受け止めることを心に誓って、謹賀新年に乾杯！ 

 

 



＝夜食会＝ワイワイと賑やかに  

【12月夜食会 ｵﾑﾗｲｽｶﾚｰ・ｻﾗﾀﾞ】   １２月の夜食会は２３日（水・祝日）の午後４時から？ 正 
確には５時３０分スタート・・・。何とも、トホホ いつもの助 

っ人、吉本さん・勝又さんが多忙のため、事務局長：滝田 

が助っ人に。調理の腕はともかくとして？ 何と炊飯器の 

使い方が分かっていなかったのでした。よくあるパターンと 

は言いながらも、情けありません、御免なさい。 

参加は１２人、賑やかでした。担当の石原さんは、絶妙 

な調理テクニックでした。さすが、専業主夫希望！！ あ、 

御免なさい、１月から県サポートセンター非常勤職員です。 

 では、ここからは石原直之さんがレポートします。 

 やってみよう！ ホッとする雰囲気を           
夜食会担当の石原です。私が夜食会というもの知ったのは、今年の２月上旬、リロードの夜食 

会に参加したのが初めてでした。参加してみて、なにかと生き辛さを感じている人たちが一緒にご 

飯を食べることの不思議さ、なにかホッとする雰囲気をぜひ地元の横須賀でも実現できたらと思い 

ました。 

その後、２月中旬にリロードの大沢さんと横須賀のひきこもり保護者の会で再会しました。その 

時にアンガージュマン・よこすかの理事でもある大沢さんから、アンガージュマン・よこすかというフ 

リースペースができること、夜食会を横須賀でも開くことができるという話をいただいて、「ひとつや 

ってみよう！」ということになったのです。そしてアンガージュマン・よこすかの事務所を正式に立ち 

上げる前、３月２７日の土曜日に第一回の夜食会を開きました。 

第１回目の参加者は、スタッフ当事者合わせて１０人でした。それ以来、１２月の第１０回まで合 

計１１８人の方が夜食会に参加してくれました。「開かれた」場所でありたいというアンガージュマン 

・よこすかの理念のままに、様々な立場の方が夜食会のテーブルを一緒に囲みました。 

ムツコロ（六浦コロンブス：寄宿形式のフリースペース）の子ども達がやってきたり、Y 市会議員 

が若い人達を連れてやってきたり、ボランティア研修の女子大生が参加したりと、実にバラエティ 

に富んでいます。                                            

 とはいえ、毎回が大賑わいで活気があふれていたわけではありません。当事者よりもスタッフの 

方が多い回も少なからずありました。夜食会を開いている中で、改めて当事  【石原直之さん】             

者の方ひとり一人に案内を出していく姿勢、個別に対応していくことが大切 

だと感じています。 

そこで１１月から個人あてに夜食会の案内を発送し始めました。その結 

果、当事者の方の参加がこの２ヶ月増えてきています。その一方で「当事 

者だけで静かに夜食会をやりたい」「知らない人ばかりだと行きにくい」など 

現状に対してご意見をいただいています。 

今後、ひきこもりや不登校の当事者の方本位に、試行錯誤をしながら、 

より良い夜食会になるように活動していきたいと思います。 

     ボランティア・スタッフ、就労支援担当：Mr.石原 
               石原さんは滝田（事務局長）の教え子です。再会して 1 年弱、ひきこもりの 

              経験（１３年間）で培ったセンスを生かして、今はアンガージュマン・よこすか 

              ボランティア・スタッフの中心的な存在です。 

１２月から始まった就労支援に、スタッフ伊藤さんと一緒に大活躍です。 

                             

学習サポート・ネクスト    ～小学校受験から大学受験まで～ 

     必必ずず、、次次にに向向かかうう力力にに  
         今月は嬉しいニュースが２つあります。受験に向けて学習に励んだ生徒さん達がみごと合

格！おめでとうございます。テキストの他に先生の手作り教材や面接練習もいたしました。本

当によく頑張りました。学校は楽しいところです。わかるとできる、できると嬉しい。学ぶ喜びを

＜ネクスト＞で感じてくれたら私たちも嬉しいです。 

もうひとつは、最近学校に行っていなけれど、定期テストは受けたいという生徒さん。1 週間

テスト対策のために学習を頑張りました。テスト初日は緊張感も高かったようですが、無事受

けられ 2 学期をおえることができました。 

受験も試験も一つの目標ではありますが、到達点ではありませんので、

その次に何をするかが大切です。目標に向かって何をどれだけしたかが、

必ず次に向かう力になるはずです。 

中学３年生の冬期講習も始まりました。志望校は違っても、高校受験と

いう共通の目標を持った者同士一緒に学習することで頑張る意欲も湧きま

す。今年の冬は勉強漬けでいきましょう。良い年を迎えるために！ 

                                      （ネクストチーフ：山川幸子） 

  

 アンガージュマン・よこすか 父親の会 ＤＡＤ 

皆で悩むことの癒しが 
      学校を辞めて２年近く家でブラブラしている息子がいます。子どものことは妻任せで 

きていました。それよりも私の入る隙がないのが実態でした。症状が酷くなったのは、 

自宅の改築のためアパートに移った頃からです。暴れるのを止めるために息子を殴った 

こともあります。「ひきこもり」についてはほとんど理解していませんでした。対応の 

仕方が分からず、息子に対して寡黙になってしまいました。関係する本を読んだり、相 

談もしました。妻からの小言も多くなってきました。 

自宅に戻るとますます家庭内暴力はエスカレートし、精神の安定のため入院。約１ヶ月

で退院しましたが、「ひきこもり」は続いています。 

 自らの生活設計の崩壊を感じながらも、息子がなんとか立ち直って欲しい、自立を願 

い、対応の仕方を模索する日々となりました。この間、妻のすすめもあり「父親の会」 

に参加するようになりました。 

 参加者の話を聞くことで、同じ「ひきこもり」でも、それぞれ違う形の「ひきこもり」 

があり、息子や娘に精一杯の愛情を注ぎ、対応している親の姿が感じられ、私以上に皆 

苦労していることがわかりました。一人で悩むより皆で悩むことで、自らが癒されます。 

そして今は、息子に対して出来る限り穏やかに話しすることを心がけ、機会あれば話 

しかけるように努めています。相手の目線で話すようにしていますが、これがなかなか 

難しく、ついつい親の立場になってしまいます。 

 話は変わりますが、親達が戸惑うほどの今の社会環境の変化は、多くの若者達に犠牲 

を強いる結果となっているのではないでしょうか。少なくとも笑顔で働ける社会環境を 

作り、次の世代に引き継いでいけたらと、強く思っています。 

                           （父親の会 Dad会員：H） 

                                                      

 

 

 

 

 


