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アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意
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2013年10月のアンガージュマンの予定2013年10月のアンガージュマンの予定

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

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 ２名　話やゲームの相手、ともに過ごす
物産市　　　　10/11　　　　３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布
はるかぜ書店　平日
　　　　　　　9:00～11:00　２名　清掃、品出し、配達
ハロウィン　　10/26　　　　５名　イベント運営、交通整理
収穫祭　　　　10/28～30　　５名　福引補助
通信発送作業　10/31　　　　５名　通信の折り、封入、封止め
下校時の防犯　平日 
              14:40～16:00２名　 町内の巡回、見守り 

今月のボランティア募集

参加希望の方は、046-801-7881までお問合せ下さい。

ＮＰＯ法人アンガージュマン・よこすか 
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上町商盛会　収穫祭

うわまち浪漫ハロウィンフェスティバル

　　　10/26（土）14：00～17：00

・スタンプラリー
・お菓子プレゼント
・こどもひろば
・ワークショップ

上町のお店で

お菓子がもらえるよ！

13:00  クラフトDay
　　　＠ harucafe

15:00　
　絵本のよみきかせ
　　＠はるかぜ書店

物　品　募　集
・ノートパソコン

就労支援講座にて、使用する
予定です。これまでに１台の
寄贈及び１台のお申し出を頂
いておりますが、あと３台が
必要です。

※機種・性能は問いません。
　ご提供頂ける方は、事務局
までお知らせください。

ようやくスタートラインに立ちました

　今年度に入り、全国各地からひきこもりの調査結果が出てきつつあります。横浜市が推計を出し
たほか、マスメディアにも登場した秋田県藤里町、東京都町田市、山形県の調査は信頼がおけるデ
ータと思われます。ようやくスタートラインに立ったという印象です。
　平成２１年度に内閣府が推計を出しましたが、あくまでも推計に過ぎません。きちんとした調査
がようやく始まったといえます。わがアンガージュマンのある神奈川県や横須賀市では、まだ調査
はしていません。ひきこもりというとネガティブな印象があり、調査をするにしても対象者の協力
を仰ぐことも難しいでしょう。しかしながら、適切な施策を立てるには必要なことであると考えま
す。

アンガージュマンを利用する人は多くない

　街の片隅で居場所を運営して１０年を迎えようとしていますが、ひきこもりの利用者は多くあり
ません。これまで実績報告書では延べ人数を出してきましたが、実人数は年間でも数えるほどとい
えます。現在のはるかぜ書店で研修を受けているのはわずか５名です。研修に際して費用がかかる
ことも理由の一つに挙げられるかもしれませんが、運営にかかる費用を考えると無料、もしくは低
額での利用は現状では困難であり、とても成り立たない状況です。

横須賀にひきこもりはいないのか？

　ひきこもりは今や社会的な課題です。どの地域にも存在しています。前述の調査でも一定の割合
が存在していることが確認されています。横須賀市にももちろんいるのです。私たちだけでなく、
保健所や市のこども青少年支援課が努力していますが、全てのひきこもり者に支援が届いていると
はいえません。

支援を必要としています

　ひきこもりの当事者や家族は疲弊しており、ＳＯＳを発信する余力すら残っていないことが支援
が届かない理由の一つと考えています。ひきこもっている家人がいると、例えば親戚や周囲から圧
力がかかりオープンに出来ない状況に追い込まれ、より一層固い殻に閉じこもることでしょう。全
国では、この１０年くらいの間に訪問支援をする事業者が出てきたり、ひきこもりを取り巻く状況
は少しずつ変わってきています。

　アンガージュマンの取り組みが完全であるとは考えていません。ですから、今後も取り組みがよ
りよいものになるよう努力していく所存です。また、神奈川県内の若者支援団体は地方にくらべる
と充実しています。方法も理念も様々です。一人ひとりに合った支援プログラムに出会う可能性は
高いのでしょうが、支援に届かない状況ではそれもままなりません。つながること、つながったら
途切れないことを念頭においてこれからも取り組んでいきます。（島田徳隆）

ひきこもり調査　各地で始まる



あばうと 失敗しても、大丈夫。

ボランティア 思い通りにいかないとき・・・

実録！　シェアハウス生活 ～ロンリ―なシェアハウスの巻～

フリフリフリマに参加しました！

  物事が思い通りに行かないとき、あなたならどう行動しますか？
１．我慢する。
２．なるべく思い通りになるように努力する。
３．思い通りにいかない人や環境から離れ、もっと自分に合った人や環境を探す。
４．その他。
　平成２５年度版厚生労働白書作成にあたって行った「若者の意識に関する調査」のなかの調査項目の１つ
です。
　ボランティア活動の課題として、ボランティアの継続的なかかわりが問われることがあります。ボランテ
ィア活動は、自由意思にもとづく行為であり、「３」の傾向を強く感じます。
　そもそも考えなければならないのは、むしろ世の中には「思い通りに行かない」ことの方が当たり前とい
うこと。家庭、学校、職場などで実感している方も･･･、今回の大震災で再認識されたことでもあります。
　「思い通りに」のように、自分を中心に置く限りボランティア活動のもつ醍醐味に触れることは難しくな
ります。相手の身になって考えてみる。相手の視点に立ってみて、気づくことが、生活のしづらさの理解に
つながります。
「ボランティアにきたはずがボランティアされている」感覚をもつ時、思い通りを超えた「共感」が生まれ
ています。「思い通りに行かない」ことを前提に、自分のなかにある固定観念をいったん外してみる。ボラ
ンティア活動にある学びの要素です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川隆博

　入浴剤（バスボム）をつくりた～い、とのリクエストにこたえて、水曜日の昼食会後、ボランティアの方
も交えてみんなで作ってみることに。材料はインターネットで調べて、重曹とクエン酸、片栗粉。香り付け
にアロマオイル、色付けには食用色素を使います。
　材料を混ぜて、しっとりするまで少しずつ水を加えて、クッキー型や野菜の抜き型に詰めます。水の分量
や、色付けの加減に悪戦苦闘。一日置いて、型から外せば完成、のハズだったのですが！　型から抜けませ
ん…。しっかりと固まった入浴剤は、まったく取れません（泣）。
　「かなづちで叩いてみたら?」「そのまま水に入れちゃえば?」などといろんなアイデアが出ました。実際
に、いろんな色の入浴剤をお鍋に投入してみると、全ての色が合わさって、泥水のように…。香りも強烈で、
鼻が痛いと言い出すほど。あまりの凄さに、笑いが止まりません。
　上手くいかない時にも、みんなで笑って、どうすればいいか考える。失敗の受け止め方も、大切な学びで
はないでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井利衣子

　9/14（土）は第９回フリフリフリマでした。県内の子ども・青少年
支援団体が17集まり、フリーマーケットを催しました。場所は神奈川
県立青少年センター別館（通称：サポプラ）。今年度いっぱいで閉鎖
だそうです。次年度以降は本館の中へ機能は移転するようです。高度
経済成長期を支えた青少年たちを受け入れるための由緒ある施設がな
くなってしまいます。残念・・・。
　アンガージュマンは山形の農産物の加工品を販売しました。さて、
会場はというと、お客さんは少ないなぁという印象。団体同士の交流
がメイン、といったところでしょうか。そろそろマンネリ化してきた
のではないかと思います。テコ入れしなくてはなりません！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田徳隆(ブログより抜粋)

入浴剤づくり ハロウィンのかざり　その１ フリースペースをそうじ中

ボランティアさんも一緒にお昼ごはん
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スタ ミナ丼　 （9 / 1 8の昼食会メニューより ）
材料（1 5人分くらい） 作り方

冷蔵庫に残っている野菜と冷蔵庫に残っている焼き肉のたれで、ボリューム満点の丼に！
野菜はその時にあるもの、なんでもよいですが、大きさを揃えることで食感がよくなります。
温泉卵で、パンチのきいたニンニク風味もマイルドになって 、食べやすいですよ ！

※今回は分量の記載なし･･･です。
　適当に調節してくださいね。

ごはん　
豚コマ　
野菜　あるものを適当に。
　・大根
　・にんじん
　・たまねぎ
　・いんげん
やきにくのたれ
温泉卵　

①野菜を切る。
　　大根・人参は拍子木切り。
　　たまねぎは、繊維に沿って１センチ幅。
　　いんげんは、３～４センチの斜め切り。
②豚肉を炒めて、一度取り出す。
③かたい野菜から順番に、野菜を炒める。　
④豚肉を戻して、炒め合わせる。
⑤焼き肉のたれで味付け。
⑥丼によそったごはんの上に炒めた具をのせて、
　温泉卵を真ん中にのせる。
★できあがり★

タ　一人になったけど、どう？
イ　好きな時間に洗濯機かけれるし！　気が楽ではありますね。
タ　a君はシェアハウスが終わったら、どうするの？
イ　一旦家帰ります。ただ今までと違って、親子というより協力して住みたいかな。
タ　そうだね
イ　おかんが乗ってくれるかどうかです。おかんってほら、基本、やりたがるじゃないですか、結局。
タ　それは･･･十分に考えられるな、うん。
イ（笑）
タ　既成事実を作っていくことが必要だね。
イ　どんどんやっていって。
タ　イ君の言う通り、親は親ごころがあるからさ。子どもが帰ってきたと思うと、やらなきゃになっちゃ
　　うんだよね。違うモードにスイッチが入るというかさ。
イ　何十年もやってますからね。
タ　自分で、もうこれはやるって風にしないと。ある程度決めないと駄目だね。
イ　料理に関しては、もうちょっと一緒に学びたいな～。

タ　ところで。シェアハウスってやっぱり、人数がいる方がいいと思う？
イ　どうなんですかねぇ。よく知らない人と一緒に住むこと自体、結構ハードル高いわけで･･･。
タ　そもそもね。
イ　ここに住んだ一年間で、色々身にしみております。
タ　その大変さを、ちょっと出した方が良いかもよ。
イ　疲れる部分、得られる部分、両方ありますからね。そこら辺は、10月に総括するということで！

　今月は、同居人がみんな卒業し、シェアハウスなのに一人暮らしになってしまったイ君と、スタッフの
石川隆博さん(タ)の対談形式でお送りします！
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