
お知らせ 2005 年度の「未来」の活動について 
昨年、アンガージュマンの設立に際し、協力体制を組むということで、「未来」の活動資金をアンガ 

ージュマンから提供されて来ましたが、「未来」はボランティア団体であるという組織の明確化をはか 

るため、また、助成金の申請なども含め資金調達の道を探る上でも、独立した一団体として活動を行 

うのが望ましいと考え、下記の通り規定を定めました。 

1.会費：年￥3,000（１家族）…定例会参加費・通信費等、非会員定例会参加費 ￥300/1 回 

2.相談は無料 （活動拠点・内容は変わりません。定例会・進路相談会・バス旅行等） 

今までと違う点 アンガージュマンの活動に参加する場合は、アンガージュマンに別途会費を納入 

する。詳細につきましては、「未来」スタッフにおたずね下さい。 これまでの「未来」の活動の主旨と 

活動実績をご理解の上、ぜひご賛同くださるようお願い致します。 

たき火（アウトドア・クッキング）のお誘い 
●3 月 19 日（土） 10：00 観音崎 多々良浜     ●参加費：￥200/１人 

●メニュー：豚汁・おしるこ・焼き芋・やきとり      ●雨天時：アンガージュマンにて 

 ※主食が必要な方はご持参下さい。当日、材料など持参してくださるボランティア募集中！！ 

詳細は「未来」事務所までお問い合せ下さい。 

３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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※詳細は TEL 等でお問い合わせください。予約などもどうぞ！ 

利利用用料料金金  ☆☆ギギタターー講講座座：：11,,000000 円円／／11 回回    ☆☆卓卓球球・・ババトトミミンントトンン：：施施設設利利用用料料 110000 円円（（大大人人 220000 円円））  

              ☆☆ビビーーズズｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘｰー講講座座：：115500 円円／／11 回回  

２２００００５５（（平平成成１１７７））年年３３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.１３ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

   ～快調！就労支援事業～
上町商盛会梅まつり・ﾊﾛｰﾜｰｸ見学          

就労支援講座も５回を終了して、参加者も快調に就労への意欲と努力を積み重ねています。 

２月は上町商盛会婦人部の梅まつりが行われ、昨年に引き続き抽選会をｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝの就労 

支援事業で請け負い、右のような風景で商盛会もにぎわいました。また、第４回の講座は横須 

賀ハローワークへ見学に行き丁寧に説明を受け、仲間同士も和   【商盛会梅まつり風景】 

やかに会話を交わしていました。第５回は就労スタッフの吉本の 

講義を受けました。回を重ねるに従って、仕事観や就労意欲も確 

実なものとなり、事業展開と併せて今後の発展が期待できます。 

３３／／８８報報告告会会、、西西野野博博之之氏氏講講演演    
        既にご案内をいたしましたが、来る３月８日（火）１時より、横須 

賀教育会館にてアンガージュマン・よこすかの一年の報告会を開 

催いたします。昨年４月開設以来、子ども・青年達の笑顔に出会い 

、数限りない激励を頂きながらの一年でした。ご支援ご協力を頂き 

ました方々にその成果と課題をご報告しながら、川崎で先進的に 

取り組んでおられる西野博之氏（次ページに紹介）にご講演とパネルディスカッションの司会及び 

まとめをお願いし、アンガージュマンとしても一層の子ども・青年理解を進めながら、よりよいフリ 

ースペースを築き上げたい思います。           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

坂之上のひとりごと ⑧     代表：小柳良
ぎっくり腰になってしまいました。皆笑って同情すらしてくれません。こればかりはやった

本人じゃないと苦しさはわかりません。共感する大切さをスタッフに切々と説きましたが

理解は得られませんでした。いよいよ春です。新しい年度に向かって子ども達も動き出

しました。中学校時代不登校だった子たちが高校に進学して新しい自分を見つけようと

しています。「ネクスト」でも現在１２名のスタッフが学習だけではなく個人的な相談にも

のっています。フリースペース「あばうと」ではスタッフの平野さんが訪れた子に親身に

なって対応しています。私達大人は生きにくさを抱えながらなんとか折合をつけていま

すが子どもは器用ではありません。坂の上に来て今の自分を休ませてやりましょう。 

さてオープン戦も始まって球春という言葉が聴かれるようになりました。またタイガース

に一喜一憂する日々がやってきます。勝っては飲み、負けては飲み、試合がなければ

安心して飲みます。 

 

 



《《報報告告会会基基調調講講演演》》  

「「ひひききここももりり・・不不登登校校かからら見見ええててききたた子子どどもも・・青青年年達達」」  

西西野野博博之之(たまりば)氏と語ろう  

西野さんには４月開所式に来ていただく予定が超多忙の日々で横須賀へ来ていただけませんで 

したが、実現しました。県内で多くの居場所・フリースペース・フリースクールが NPO 等で展開され 

ていますが、その草分け的な存在であると同時に、昨年度から川崎市「フリースペースえん」の代表 

者でもあります。２０年に及ぶ子ども達との生活経験から、多くのことを学べることと思います。 

この講演にｼﾝﾎﾟジストとしてジョイントしてくれるのは、リロードの岩田充功さん、アンガージュマ 

ンからは幸嶋満里子さん（ウィル・よこすか副代表）とボランティアスタッフ石原直之さん（夜食会責 

任者）の３人です。私たちの未来が語れる会となることを期待して、参加をお待ちしています！ 

《《シシンンポポジジュューームム》》講演とシンポジュームでご参加いただく方々をご紹介します 

「「フフリリーーススペペーースス、、就就労労、、そそししてて私私たたちちはは共共にに生生ききるる・・・・・・」」 

○西野博之（にしのひろゆき）さん 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

○岩田充功（いわたみつのり）さん         ○幸嶋満里子（こうしままりこ）さん                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   ○石原直之（いしはらなおゆき）さん 

 

 

 

 

 

学習サポート・ネクスト  中学生・新学年先取り講座の開講  

３月７日（月）～４月１日（金）３教科（国・数・英）個別指導 
※ 詳しくは、担当：山川までお問い合わせ下さい（右記Telへ） 

ウィル・よこすか（ひきこもり親の会） 

発発想想のの転転換換、、心心のの安安定定  
２月１２日の例会は１月２９日の例会からあまり日にちがたっていなかったせいか 7 人の少人 

数+アンガージュマンからは小柳さん&アドバイザー滝田先生の参加で行われました。(先月は新 

年会を兼ねての会でした。会員の皆様から手作りなどの差し入れを沢山戴き会費¥500 とは思え 

ぬ盛会となりました事ありがとうございました！)いつもの様にお子さんの様子の報告やご自分 

が最近思う事、抱えている事、疑問などを中心に話し合われました。 

                その中で「普通という事」と「金銭的な要求にどこまでこたえるかにつ 

【就労支援講座風景】   いては様々な意見が交わされました。自分だけで考えているとどう

しても空回りしたあげくドツボにはまったり、惑ったりしがちです。そ

んな時にはあまり良い考えも浮かばないし結果も悪い方向にいっ

てしまいやすいですよね。時々は別の方向から眺めて考えてみる

のも意外と新しい発見があるものです。まして自分にはない考えだ

ったら尚新鮮かもしれません。発想の転換、心の切り替え、心の安

定。そんな母親の雰囲気をきっと子どもも感じているのではと思い

ます。 

悩める毎日、少しでも明るく元気を心がけていかねばと思いました。（ウィル運営委員・三澤） 

        はじめの一歩は・・・ 
                ～～フフリリーーススペペーーススああばばううとと～～      ＢＢｙｙ  平平野野 

あばうとの水曜日と金曜日のフリースペースを担当している平野です。 

通室日が大人と子どもに分かれて１ヶ月が過ぎようとしています。2 月に入って中学生の相談 

がかなり増えているのですが、はじめの一歩はなかなか難しいようです。 

今日は、水曜日と金曜日のフリースペースの様子をご紹介したいと思います。現在、中 2 の女 

の子と男の子、中 3 の女の子が週 1 回位のペースで通ってきています。漫画を読んだり（新刊も

入りました）、パソコンをしたり映画を観たり、お菓子を作って一緒に食べたりして過ごしています。

前回は「いちご大福」を作っておいしくいただきました。3 月は、ビーズアクセサリー作りや体育館 

で卓球やバドミントンなどもやる予定です。30 日には映画も予定しています。前回の『下妻物語』 

は好評でしたよ！３月の内容はまだ決まっていませんので、リクエストも受付中です。その他に、 

個人ノートを書いてもらっています。特に書くことが無くても大丈夫です。早くこのスペースやスタ 

ッフ・仲間に慣れてもらうために、要望・感想・悩みなど何でも書いて下さい。私達スタッフからも 

メッセージを書きたいと思います。ここでの過ごし方を、それぞれがやりたいと思う事ができるよう 

私達もお手伝いしていきたいと思っています。 

3 月から新しく男性のスタッフ（島田さん）が加わってくれます。現在、横須賀市内の児童館に 

勤務し、ビーズアクセサリー作りや茶道など多趣味なやさしいお兄さんです。島田さんも加わっ 

て新しい企画もみなさんと一緒に考えていきたいと思っています。はじめの一歩は、不安がいっ 

ぱいだと思いますが、15 分でも 30 分でもいいと思います。ちょっと覗きに来てみて下さい。 

HP（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）でダウンロード下さい 
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                                 

特定非営利法人フリースペースたまりば理事長 

 １９８６年より不登校児童・生徒や高校中退した若者の居場所づくりにかかわる。１９９１年、

川崎市高津区にフリースペースたまりばを開設。不登校児童・生徒やひきこもり傾向にある若

者たち、発達障害や精神障害とともに育ちあう場を続けている。２００３年７月にオープンした

川崎市子ども夢パーク内に、川崎市の委託により公設民営の不登校対策施設「フリースペー

スえん」を開設、その代表を務める。現在「かわさき教育プラン策定委員会」委員、「かながわ

思春期サポート懇談会」世話人、県青少年サポートプラザ相談員、ＮＰＯ法人神奈川子ども未

来ファンド理事長。また、自宅にて児童ファミリーグループホームを川崎市の委託を受け運

営、４人の子どもと暮らしている。２００４年県民功労者表彰を受賞。 

ユースサポートネット・リロード事務局長。

青少年サポートプラザのＮＰＯアドバイザー

も兼務。登校拒否と引きこもり生活の体験

を持つ。楠の木学園などでのボランティア

体験を通し、人と人が繋がっていける社会

作りについて考えるようになる。生きていく

上で人は絶望や孤独を乗りこえる力を持っ

ていると信じ、毎日の活動に従事している。                                      

２００３年６月にボランティアグループ未

来内にひきこもりの親の会ウィル・よこす

かを立ち上げ、現在はアンガージュマン・

よこすかのウィル副代表を務める。 

２８歳になるひきこもりの息子さんのおや

でもある。同じ悩みを持つ親同士が何で

も話せる場を作り子ども達の支援を進め

ていこうと定例会を重ねている。 

横須賀市保健所へ足を進めたところから、１６年のひきこもり生活を終え？ ボランティア

グループ未来・アンガージュマン・よこすかと出会い、元気に４０歳の誕生日を上町のフリ

ースペースで迎えた。現在、ボランティアスタッフとして就労支援事業に取り組み、ひきこ

もり夜食会を運営し、県内各地で講演をしている。１月には朝日新聞で紹介された。 


