
05 年６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 

フリースペース・学習サポート、共に充実して多くの仲間が集まっています。のぞいてください。 

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  
Ａｍ１０：１５ 

花壇作り 

※雨天時 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝ・卓球 

学習サポート    

２ 

     

３３  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

花壇作り 

※雨天時 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝ・卓球 

学習サポート    

４４  

  

PPmm11::0000  

    未未来来  
  

５５  

    ※※  

県県・・商商盛盛会会  

共共同同事事業業  

（（平平塚塚出出張張販販売売））  

６６  
 

Ｐm１：３０ 

ギター講座 

 

 

学習サポート  

７７  
フフリリーーススペペーースス  

Ａｍ１０：３０  

 

 

 

学習サポート  

８８  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

花壇作り 

※雨天時 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝ・卓球 

学習サポート 

９９  
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  

１１００  
フフリリーーススペペーースス  
 AM１０：１５～ 

 映画を見よう 

「天使にラブソ

ングを」 

学習サポート    

１１１１  

  

PPmm11：：００００  

ウウィィルル  
  

  

１１２２  

        

※※      

    

１１３３  
  

野野良良仕仕事事  

 

Ｐｍ：１：３０ 

 ギター講座 

 

学習サポート  

１１４４  
フフリリーーススペペーースス  

Ａｍ１０：３０ ⑫ 

就労支援講座 

 

 

 

学習サポート  

11５５  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

野野良良仕仕事事  

※雨天時 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝ・卓球 

PM１ カラオケ 

学習サポート  

11６６  
フフリリーーススペペーースス  
  

    

 

 

 

学習サポート  

11７７  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

 

 

 

学習サポート  

１１８８  
  

PPmm11::0000  

  未未来来  

PPmm44::0000  

  ３３者者連連絡絡会会  

１１９９  

  

  

※※    
  

２２００  
 

 

Ｐm１：３０ 

ギター講座 

 

学習サポート    

２２１１  
フフリリーーススペペーースス  

 

  

   

 

学習サポート  

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  

Am10:15 

 ﾋﾞｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ 

 

 

学習サポート  

２２３３  
フフリリーーススペペーースス  

野野良良仕仕事事  

Ｐｍ１：３０ 

カラオケ 

 

学習サポート  

２２４４  
フフリリーーススペペーースス  

Ａｍ１０：１５ 

花壇作り 

※雨天時 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝ・卓球 

学習サポート  

２２５５  
AAMM1111::0000  

ｽｽﾀﾀｯｯﾌﾌ会会議議  

  

PPmm４４::0000  

  夜夜食食会会  

２２６６  
  

ＰＰmm３３：：００００  

ＤＤＡＡＤＤ  
（（父父親親のの会会））  
  

２２７７  
  

野野良良仕仕事事  

Ｐｍ１：３０ 

 ギター講座 

 

学習サポート  

２２８８  
フフリリーーススペペーースス  

Ｐｍ１：００ 

映画を語ろう 
「アメリカングラフ

ティー」 

学習サポート  

２２９９  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

 料理作り 

Pm1:００ 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝ・卓球 

学習サポート 

３３００  
フフリリーーススペペーースス  

Ａｍ１０：３０  

⑬就労支援講

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！！  

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・・ババドドミミンントトンン：：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  

～～よろしくおねがいします！会員更新～～ 
今年度は２００人会員を目指します。以下４つの方法で会員更新をお願いします。新会員のご 

紹介やご案内をいただければ幸いです。ご連絡をお待ちしています。会費は５,０００円です。 

1）三浦藤沢信用金庫へのお振込み （口座番号） 上上町町支支店店  ００１１４４２２１１２２２２ 

2）湘南信用金庫へのお振込み    （口座番号） 上上町町支支店店  ４４００５５００６６９９００  

3）郵便局へのお振込み         （口座番号） ００００２２１１００－－４４－－１１１１２２８８２２２２  

４）ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝ・よこすかでの現金でのお手続き        ※※振振込込みみ手手数数料料ををごご負負担担下下ささいい 

          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６６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.１６ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

  感謝！ 上町に生きるEY（アンガージュマン・よこすか）へ熱い声援      
２００５年度通常総会を出席者２８名（委任状５２名）で開催し、‘０４年度事業報告・収支決

算ならびに’０５年度事業計画・収支予算書の承認を頂きました。また来賓として横須賀市経

済部主査：山口和雄様、上町商盛会商店街振興組合理事長：宮原茂様のお二人よりご支援

の厚いご挨拶も頂きました。感謝いたします。今年も努力を惜しまず！ 前進します。 

生きることの新たな希望と可能性 
長谷川俊雄氏（愛知県立大学助教授・EYスーパーバイザー）  

総会終了後、ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰの長谷川さんに「不登校・ひきこもりの理解と支援のあり方」と題 

して１時間記念講演をいただきました。非会員の方の参加もあり５３名が集まりました。 

『思春期は二度目の子ども自身の陣痛・誕生期、子どもが様々な苦                       

        しみを表現する時期ととらえます。不登校をつながりの喪失と自尊心                    

        の傷つき、ひきこもりをちいさなことの積み重ねによる底つきとして、 

親と子ども、子どもと学校・社会、学校・社会と親はせつない関係、勝 

負のつかない綱引きの関係となる。それゆえ原因や理由の探求では 

なく、「今ここで」「未来志向」が大切。支援の視点は「生きる」ことの脱 

構築、克服する支援ではなく生きることの新たな希望と可能性を手に 

すること。不登校・ひきこもりは自分を守る防衛手段、しかし社会的な 

理解はあくまでもマイノリティー。そこで居場所・フリースペースの意義がある。特にフリースペ 

ースは「～からの自由」と「～への自由」の場としてとらえ、一人ひとりにとってはオーダーメイド 

のスペースとして意義がある。バリア（障壁）・フリー、バリュー（価値観）・フリーの場として。 

社会のノーマライゼーション、「社会の柔らかさと暖かさ」「社会が個性と多様性を認めるこ 

と」が必要で、当事者の挑戦のしやすさが生まれ自立や社会参加が可能となる』、と優しく語り 

かけ、講演を終了しました。ここからは、パネルディスカッションへつなげてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂之上のひとりごと ⑪     代表：小柳良 

 総会が無事終わりました。参加してくださった方ありがとうございました。今期もまたよろしくお願

いします。5 日に平塚のあじさい祭に行ってきます。上町の商品を持っての行商です。これがうまく

いけば県内各地のお祭で商品を売って歩こうと思っています。 

 ビールのおいしい季節が近づいてきました。畑や花壇で体を動かしたあとの一杯は格別です。

が私口ばかりで皆にまかせっぱなしです。しかしビールだけはおいしくいただくため腹がでてきてし

まいました。体型のくずれは今に始まったことではないのですが風呂のあとバスタオルを巻いて鏡

を見ると化粧まわしのようで自己嫌悪におちいります。自分の姿を見てあまりの醜さに、がまがえ

るのように脂汗をたらし反省しきり。次からは大ジョッキではなく中にしようと考えています。 

この夏は規則正しく、節制を心がける事にしましょう？？ 

  



多彩な顔ぶれでパネルディスカッション  就労を支援する？ 働くとは？  

生きることが仕事 ぶら下がっても                 

穏やかな長谷川さんの司会で後半の部が始まりました。テーマ「特に就労支援の現状と課題」はア 

ンガージュマンにとって重要な現実的なテーマです。パネラーとして参加いただいた方は、市保健所 

の笠間晴美さん、商盛会の宮原茂さん、DAD の中園喜一郎さん、当事者・EY ｽﾀｯﾌの石原直之さん、 

そして代表：小柳の５人です。初めに１人１０分の自己紹介を兼ねた話題提供を受けました。笠間さん 

                      は保健所の役割と利用の仕方そして民間との連携の仕方につい 

て紹介してくれました。宮原さんは商店主は個性のかたまりであ 

ると同時に保証のない仕事と紹介。消火栓が近所の幼稚園児に 

危険だと言われ（防止策を取りながら）、危険を取り除くことだけ 

ではなく身をもって危険を回避できる力を養うことが大切と、自力 

で生きてきた自営業魂を覗かせてくれました。中園さんは二人の 

息子さんの不登校体験から回復に至る過程を紹介しながら、 

就労への道筋と社会性の獲得支援へ、父親の自助ｸﾞﾙｰﾌﾟDAD（ﾀﾞｯﾄﾞ）の様子を葉山町の農園 

作りを含め話してくれました。石原さんは現在進めている就労支援の様子を楽しく紹介し１０ 

人の就労支援仲間の様子とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの大切さを語りました。代表小柳は就労支援の難しさと 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ欠落への過剰な反応に問題（社会の問題を個人の力に転嫁している？）提起しま 

した。これに対して笠間さんが保健所でのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ作りの具体例を話してくれました。 

 待つことも体験することもｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ作りと長谷川さんが話を整理し、「子育てに責任はない」 

「仕事が選べない」「ぶら下がっても生きる」、会場からも「生きることが仕事」「できないこと 

に取り組む」論議が進みました。最後に「相談に来ない限り就労は 

始まりません」と笠間さん、宮原さんは「天職より生きていくため           長 

の仕事」、「もっと不登校・ひきこもりの人や親はアンガージュマン           谷 

に集まりましょう」（爆笑）と中園さん、「やってみなければ分から           川 

ない」と石原さん、小柳は「昔に戻れない、新しい共同体を」と。           氏 

長谷川さんは「就労支援は『働く』だけでない奥の深さが」とまとめ終了となりました。 

誕誕生生！！ダダッッドド（（DDAADD））フフィィーールルドドＤａｄ（ひきこもり父親の会） 

順調です 農園で活き活き 
ＤＡＤの仲間の村松さんのご尽力で葉山にアンガージュマンの畑が生まれました。上町から車で 

20 分くらいのところにあり、うぐいすやひばりが鳴くとても静かないいところです。上町に集う若者た 

ちとＤＡＤのメンバーが汗を流し開墾しました。約 15 坪の小さな畑ですが、いんげん、とうもろこし、 

えだまめ、しょうが、さつまいも、おくら、きゅうりといろいろなものを植えて夏の収穫を楽しみにしてい 

ます。土というのは人を癒す効果があると言われますが皆活き活きと農作業に励んでいます。自分 

の親父に言われると素直に聞けませんがＤＡＤの親父の言葉は妙に説得力があるようです。8 月に 

は若者とＤＡＤの共催で収穫祭を計画しています。バーベキューをやって皆で楽しく親交を深めたい 

と思います。どなたでもどうぞ。そして村松さんありがとうございました。 

 

                         晴天に恵まれ 

                           土とたわむれ 

                         夏の収穫を・・・ 

                           夢見る Dad 

             新スタッフ登場！上上原原ええりりかかささんん        

この４月から子ども達のフリースペース（水・金曜日）担当が替わりました。一人はこの 

３月よりスタッフとして活躍している島田徳隆さん。５年ほど子ども達に関わりながら、現 

在は横須賀市青少年会館指導員、この４月配置換えで上町勤務となりました。同時に子 

どもフリースペースの専任スタッフとなり、二足の草鞋（わらじ）で絶好調です。 

ここに４月から新スタッフ 上原えりかさん が加わりました。この春、大学を卒業し子ど 

も達の問題に関わりたいと、フリースペースのスタッフとなりました。 

昨年何を思ったか衝動的に突然アンガージュマンのドアを開けた 

のがきっかけでした。通室を始めた中学 3 年生の子どもに熱い 

思いを持って接している姿は、健気です。小中学生の子どもたち 

と仲良く遊んでいきたいそうです。                                         

          笑いの耐えない雰囲気に 

こんにちは！！！4 月中旬からフリースペース 

でお手伝いをしている上原えりかです。大学では心 

理学を専攻し、心理学やカウンセラーについて学ん 

できました。将来はスクールカウンセラーになりたい 

とかんがえており、勉強中です。在学中は大学院進 

学を考えていたのですが、今は理論を学ぶよりも目 

標に向けての活動に携わりたいと考え、進学は保留 

にしました。                                         

          アンガージュマンを、笑いが耐えないような明るい              ★上原画☆ 

雰囲気にしていきたいと考えています。                  

まだ新米で至らない部分も多々あるとは思いますが、 

宜しくお願いします。 

フリースペース紹介（自己紹介に代えて） 

バラエティー豊か！８人衆 
           水・金のフリースペースは中学生から高校生までバラエティーに富んだ８名の男女が 

         集まってます。それぞれが思い思いに利用しているようです。午前中読書に熱中する子、 

         音楽を聞く子、TV を見る子、スタッフとコミュニケーションを楽しむ子・・・・。フリースペース 

をその名の通り、“自由（フリー）”に使っています。 

          ま た 、 毎 回 フ リ ー タ イ ム と 称 し て ス タ ッ フ が 体 験 学 習 を 企 画 し て い ま す 。             

先月はカラオケやボーリングに参加者が多く、初対

面でもカラオケで思いっ切り絶唱したり、ボーリング

ではガーターを出して大暴れしたり！ 

                         ６月は中央公園の花壇作りを重点的に行います。 

夏はヒマワリが満開！！・・・のはずです。是非みな 

さん、足を運んで下さい。  （島田徳隆） 

 

相談事業（子ども・家族・教育・発達・カウンセリング） 

           月に１度は相談して子どもの成長を確認！ 明日を一緒に描きませんか？ 別紙参照                              

ゲコ！ 

ゲコ！ 

えりカエル 

 


