
HP（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）でダウンロード下さい 
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、、パパソソココンンががおお手手軽軽のの方方ははホホーームムペペーージジをを検検索索ししてて、、ダダウウンン  

ロローードド下下ささいい。。EE メメーールルははセセイイフフテティィーーチチェェッッククがが働働いいてて送送付付ででききなないい方方がが多多くくあありりまますす。。切切手手代代ももかかかか  

りりまますすののでで、、ごご協協力力をを  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 

 

２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））  

  

      

  

      ※※  

１１  
フフリリーーススペペーースス  

（ひきこもり）  

 

 

 

学習サポート  

２２  
フフリリーーススペペーースス  

（不登校） 

 

各自のメニュー 

 

学習サポート  

３ 
フフリリーーススペペーースス  
（ひきこもり 

Ｐｍ１：００ 

映画を語ろう 

「東京兄妹」 

学習サポート 

４４  
フフリリーーススペペーースス  

（不登校） 

Ａｍ１０：３０ 

卓球・バドミン 

 

学習サポート  

５５    

  

PPmm11::0000  

  未未来来  
 

６６  

        

  

      ※※  

７７  
ＰＰmm１１：：００００  

ギギタターー講講座座  

  

  

学習サポート  

８８  
フフリリーーススペペーースス  

Ａｍ１０：３０ 

卓球・バドミン 

 

学習サポート  

９９  
フフリリーーススペペーースス  

 

各自のメニュー 

 

学習サポート 

１１００  
フフリリーーススペペーースス  

ＰM２：００ 

ソーシャルスキ

ルトレーニング 

学習サポート  

１１１１  

  

      ※※  

１１２２  

PPmm11::0000  

  ウウィィルル  

ＰＰｍｍ４４：：００００  
未未来来・・ウウィィルル会会議議  

１１３３  

        

※※      

    

１１４４  
Ａｍ９：３０ 

(午前閉室) 

スタッフ会議 

Ｐｍ：１：００ 

 ギター講座 

学習サポート  

１１５５  
フフリリーーススペペーースス  

Ｐｍ２：００ 

ティーチイン 

 

 

学習サポート  

11６６  
フフリリーーススペペーースス  
Ｐｍ１：００ 

映画を語ろう 

「下妻物語」 

 

学習サポート  

11７７  
フフリリーーススペペーースス  
Ｐｍ1：３０ 

  カカララオオケケ  

  

 

学習サポート  

11８８  
フフリリーーススペペーースス  

 

各自のメニュー 

 

 

学習サポート  

１１９９  
ＡＡMM１１００：：００００  

ｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘｰー講講座座  

PPmm11：：0000  

未未来来  

PPmm５５::0000  
拡拡大大事事務務局局  

２２００  

  

※※    
  

２２１１  
  講講座座  

Ｐｍ１：００ 

 ギター講座 

 

 

学習サポート    

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  

Ｐｍ１：３０ 

就労支援講座 

ハローワーク 

  見学会 

学習サポート  

２２３３  
フフリリーーススペペーースス  

Ｐｍ１：００ 

 お菓子作り 

 

 

学習サポート  

２２４４  
フフリリーーススペペーースス  

Ｐｍ１：３０ 

就労支援講座 

 

 

学習サポート  

２２５５  
フフリリーーススペペーースス  

 

各自のメニュー 

 

 

学習サポート  

２２６６  

PPmm１１：：３３００  

カカ ウウ ンン セセ リリ

ンンググ講講座座  

PPmm５５：：0000  

夜夜食食会会  

２２７７  
  

  

ＰＰmm３３：：００００  

ＤＤＡＡＤＤ（（父父親親

のの会会））  
  

２２８８  
講講座座  

Ｐｍ１：００ 

 ギター講座 

 

学習サポート  

            

※※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！！  

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  
○○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にに行行いいまますす（（一一部部例例外外））。。上上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！！      

※利用につきましてご意見・感想などありましたら、事務局までご遠慮なくお寄せ下さい。 

２２００００５５（（平平成成１１７７））年年２２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.１２ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

    おめでとう！Ｋちゃん 高校合格            
    高校入学試験の方法が大きく変わる中で、Ｋちゃんは見事に夢を実現し、希望校のＷ高 

校に合格しました。それも推薦入試で！ お見事というしかありません。 

Ｋちゃんは、４月に見学相談後、５月よりフリースペースを利用しながら、高校へ進学した

いということで、学習ｻﾎﾟｰﾄで受験に備えた勉強を始めました。フリースペースで出会ったひ

きこもりのお兄さん・お姉さんと適度な関係を作りながら、自分や学校などについて見つめ

直し行動し始めました。例えば、学校の管理的な対応、具体的には定期テストの受験方法

等を巡って考え、本人と親御さんが子どもが主役か、学校が主役かを問い直しました。本人

も不登校理由を明らかにしたいと学校へ説明に行く中で、担任の先生の対応の変化を足が

かりに、校長先生や学校全体の理解も広がってきました。その後、学習サポートの授業数を

増やしながら１１月には新たな進路希望校を上げてきましたので学習スタッフも積極的に進

める中、学校の先生も理解を示し一般受験だけでなく推薦受験を推してくれました。また、市

の適応指導教室に学習等を求めて通い始め、冬休みもｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝの高校受験冬期講習

に参加し受験への意欲と成果を手にしていました。そして１月、事前に自己推薦の作文を提

出し、面接試験に臨み、見事に突破し合格を手にしました。 

変変わわっってていいくくこことと、、成成長長はは何何よよりりもも子子どどもものの願願いい 

不登校に陥った子ども達は、誰でも自信なげで寡黙で自己卑下的です。しかし時間の経

過の中で自分を取り戻し、遊びや学習を重ね大きく変わっていきます。本人は「前と同じ」と

言いますが、ハラハラしていた親御さんや私たちスタッフからすれば「大きな成長」を実感す

るのです。学習サポート責任者の山川曰く、「本当に嬉しいですね！ 出来れば学習の成果

を上げているので試験で合格がもっと本人の成長の実感に！」と。本人も同感では？ 

これに続こうと、学習サポート・フリースペース利用の仲間５人が公立高校の前期選抜に

先週臨みました。この通信が出る頃には合否が！祈合格！             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂之上のひとりごと ⑦     代表：小柳良 

アンガージュマンの利用の仕方を曜日ごとに変え、料金も改定した事により収入は減り

ましたが使い易さは増したように思います。いつも若者や子供たちの笑い声が絶えない

場所でありたいと思っています。財政面では苦しい面もありますが皆さんから寄付や融

資という形でご協力いただきました。東京石神井のＳさん、教員のＴさんОさん、利用者

のＷさんМさんありがとうございます。総額２０３万円の気持ちありがたくいただきます。

この場所を作って１年、ともすると弱気になる私を手弁当でがんばってくれるスタッフと

皆さんが勇気づけてくれました。心より感謝します。 

３月にはこの１年間を振り返って報告会を開きます。いま問題はどこにあるか皆さんで

考えていきましょう。会員の方に限らず行政、学校の関係者の方等多数の参加をお待

ちしています。寒さに負けず暖かい春に向かって２年目にジャンプします。 

 



 就労支援事業スタート  

 12 月から始まりました就労支援講座及び就労支援事業は、順調に進んでいます。既に 1 月は 

代表小柳の自伝的職業体験講座、宮原氏（上町商盛会会長）の商店会及びケーキ屋業講座、２ 

回が開催され、６人の研修生・スタッフが参加しています。また、就労支援に向けたお届け便・孫 

の手事業も始まり、特に孫の手事業は「物置の移動、シャッター掃除、商店会の蛍光灯交換、一 

番星ｸﾞﾙｰﾌﾟホームの掃除、マンション階段掃除、荷物移動、粗大ごみの処理、窓拭き、お店の品 

出し」等１３件の依頼を受け、大晦日は夜まで仕事をしていました。研修生も何人か参加して、ボ 

ランティア体験を始めることが出来ました。 

 そこで、就労支援事業の担当者スタッフの伊藤一機さんに、現在の進行状況についてインタビュ 

ーしてみました。 

 経経験験すするるこことと良良いいこことと、、ももっっとと多多くくのの仲仲間間にに！！は 

Q：「就労支援の講座が始まりましたが、参加して思ったことは？」 

A：「みんな真剣に聞いていました。疲れることはなく、安心して講座を受けることが出来ているよ 

うで、スタッフとして一安心です。」 

Q：「年末に孫の手で仕事をしましたが、どんな仕事で、どう思いましたか？」 

A：「掃除や荷物の移動、お店の品出し等です。素人がやることで、経験がないので。物置の移動 

が大変でした。でも、仲間と一緒に進めているので不安はありません。」 

Q：「就労支援講座で商盛会会長の宮原さんが話されましたが、どう思いましたか」 

A：「ご自身の個人商店、及び経験してきたことを語ってくれました。苦労されていることが分かり、 

反面笑顔で話されるので人柄の大きさを感じました。」 

Q：「参加しているひきこもりの人達に送る言葉は？」 

A：「逆に来ている研修生が気を使っているようで、スタッフがもっと緊張感を解いていかないといけ 

ないと思っています。でも仲良くやれているので、お互いに頑張りましょう！ と。」 

Q：「就労支援、お助け便・孫の手事業の今後の願いと方向は？」 

   A：「1 月に入って仕事依頼が途絶えていますが、職業を経験する意味では良いことと思いました。 

もっと宣伝の方法を工夫して、上町の方々に利用して頂こうと工夫を凝らして行きます。」  

 

学習サポート・ネクスト    ～小学生・中学生補習及び受験指導～ 

 小小学学校校６６年年生生、、中中学学準準備備へへ  
   一面でも触れましたが、学習サポートの中学校３年生が高校受験に向かって集中的に学習を進めて

います。全ての中学生にとって基礎学力は重要です。小学校から中学校へ、評価の明確化（五段階評

価）と進路選択の資料にされていくと言う現実の中で、英語・数学は基礎が大切であることを痛感してい

ます。ましてや、当事者である小学校６年生及び保護者の方々は不安を感じていることと思います。 

 そこで学習サポート・ネクストでは、初めての英語、算数から数学へ、この２教科を少しでも早く体験し、

中学の学習に興味と関心を持って頂きたく特別講座を設定いたしました。参加をお待ちしております。  

                               （担当：山川幸子） 

                                       

 

 

 

 

 

ボランティアグループ未来  

８８年年後後のの姿姿にに、、不不登登校校のの我我がが子子のの““春春””をを  

個性を殺さない、この人の 
         今年 梅の花が咲き始めたこの季節に我家の長男は、小学校時代の級友達と一緒に 

成人式を迎えました。小学校の 6 年生から本格的な不登校の状態になり、中学は 3 年間 

を通じて数日しか行っていません。中学終了後もしばらくは かつてのクラスメイト達との 

間に距離を置いていました。およそ 8 年かけて彼は自然体で自分に自信を持つに至った 

訳です。成人式の日 何の臆することもなく同級生達に混じり楽しい酒とおしゃべりに興じ 

夜ふけに帰宅しました。 

            8 年前昼夜逆転の生活の中で彼はもがき苦しんでいました。自分のしたい生活 (これ 

はいわゆる規則正しいリズムの生活を意味します)と自分の出来る生活とが大幅にかけ 

離れているのです。得体の知れない霧にいつのまにか囲まれていて、気がついてみると 

身動きがとれません。振り払い蹴散らすタフさも無いのです。沈鬱な日々が繰り返されて 

いました。 当初彼を学校へもどそうと考えていた私でしたが、解決方法を探し回っている 

うちに次のような"言葉”に出会いました。『個性を殺さない』 『中学へ行くことよりこの子 

が大事』 決まりです。私の中で取捨選択が行われました。そして出てきた答えは『学校 

に行かないこの人の時間を無駄にしない』でした。彼を正しく知り、持っている能力伸ばす 

ことで、彼は彼の世界を少しずつ広げ "皆と同じ”でない中で自分の生き方が育っていき 

ました。 

彼はこの春に高校を卒業し、専門学校に進みます。ハードで楽しい学生生活を送るこ 

とでしょう。                          （未来事務局長 三浦恵子）    

                  【 ボランティアグループ・未来 毎月第 1・第 3 土曜日 午後 1 時～】 

                                                      

対   象  小学校６年生 
教   科  英語・数学（全１０回、１５時間） 
授業形式   少人数制 
日   程  ２月２１日（月）～３月４日（金） 
     後５時～６時３０分（１時間３０分） 

費   用  ３万円（入会・テキスト・副教材含む）  

一周年報告会及び講演会（シンポジューム） 
4 月にひきこもり及び不登校のフリースペース・相談・学習支援を始めて、約

1 年が過ぎようとしています。ここで出会った子どもや若者たちの姿を通じ

て、私たちが悩んだこと、嬉しかったこと、そして考えたこと等について、多く

の方々に情報をオープンにしたいと思います。その上で、一緒に考え歩んで

いく社会環境を築きたいと考え、ここに 1 年間の子ども・青年そして親たちの

姿等について、報告及び提言をし、併せて講演会を開催いたします。 
日  時  3 月 8 日（火） 午後１時～４時    

場  所  横須賀教育会館 2 階ホール 

内  容  ①アンガージュマン・よこすかの報告 

②講演会 

「ひきこもり・不登校から見えてきた子どもと若者達」    

       講師：西野博之氏（たまりば主宰） 

③シンポジューム                           
   「フリースペース、就労、そして私たちは共に生きる・・・」

司会者・西野博之氏  
 参加費   1000 円（会員 500 円） 

※ご参加いただける方は、ご予約下さい               

                 当日来期の会員申し込みを受け付けます 


