
05 年７月アンガージュマン日程 
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。 

※※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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※※  

  

  

      ※※  

 

      

    ※※ 

１１  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

  花壇づくり 

灯篭づくり 
学習サポート    

２２  

  

PPmm11::0000  

      未未来来  
  

３３県県 ・・ 商商 盛盛 会会 共共

同同事事業業（（元元住住吉吉））  

ＰＰＭＭ１１：：００００  

未未来来講講演演会会  

（（青青木木和和雄雄氏氏））  

  ｳｳｪｪﾙﾙｼｼﾃﾃｨｨｰー５５ＦＦ  

４４  
Ｐm１：３０ 

ギター講座 

ＰＭ４：００ 

 スタッフ会議 

学習サポート  

５５  
フフリリーーススペペーースス  

野良仕事 

Ａｍ１０：３０  

灯篭づくり 
学習サポート  

６６  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

灯篭づくり 

（終日） 
学習サポート 

７７  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：３０ 

灯篭づくり 

（終日） 
学習サポート  

８８  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

灯篭づくり 

（終日） 

学習サポート    

９９  

  

PPmm11：：００００  

ウウィィルル  
  

  

１１００  

        

※※      

    

１１１１  
  

野野良良仕仕事事  

 

Ｐｍ：１：３０ 

 ギター講座 

 

学習サポート  

１１２２  
フフリリーーススペペーースス  

Ａｍ１０：３０ ⑫ 

就労支援講座 

ＰＭ１：３０ 

灯篭つくり 

 

学習サポート  

11３３  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

バッティング 

PM１：１５ 

 灯篭づくり 

 

学習サポート  

11４４  
フフリリーーススペペーースス  
灯灯篭篭つつくくりり  

    

ＰM２：００  

ソーシャルスキ

ルトレーニング 

学習サポート  

11５５  
商商盛盛会会  

ｻｻﾏﾏｰーｾｾｰーﾙﾙ  
ＡＭ１０：００～ 

  灯篭・出店 

●焼き蕎麦 

 イカ焼き 

学習サポート  

１１６６  
AAММ１１００：：００００  

ススタタッッフフ会会議議  

PPmm11::0000  

未未来来  

PPmm44::0000  

  ３３者者連連絡絡会会  

１１７７  

  

  

※※    
  

１１８８  
 

      

    ※※  

１１９９  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡｍｍ１１００：：３３００  

①①社社会会見見学学  
（⑬就労支援 

講座兼ねる） 

 

学習サポート  

２２００  
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 

ＰＭ１：１５ 

 カラオケ 

 

学習サポート  

２２１１  
夏夏休休みみフフリリーー

ススペペーースス  

Ｐｍ１：３０ 

カラオケ 

 

 

学習サポート  

２２２２  
夏夏休休みみフフリリーー

ススペペーースス  

ＡＭ１０：１５ 

アクセサリー 

ＰＰMM５５::0000 アアババ

ウウトト研研修修会会  
学習サポート  

２２３３  
  

  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

ｶｶｳｳﾝﾝｾｾﾘﾘﾝﾝｸｸﾞ゙講講座座  

PPmm５５::0000  

  夜夜食食会会  

２２４４  
  

  

※※  

２２５５  
夏夏休休みみフフリリーー

ススペペーースス  
ＡＡＭＭ１１１１：：００００ｷｷﾞ゙ﾀﾀｰー

講講座座  

Ｐｍ１：３０ 

 夏期講習 

学習サポート  

２２６６  
夏夏休休みみフフリリーー

ススペペーースス  

野野良良仕仕事事  

 

Ｐｍ１：３０ 

 夏期講習 

学習サポート  

２２７７  
夏夏休休みみフフリリーー

ススペペーースス  
ＡＡＭＭ１１００：：１１５５料料理理  

ＰＰＭＭ１１：：１１５５ププーールル  

Ｐｍ１：３０ 

 夏期講習 

学習サポート 

２２８８  
夏夏休休みみフフリリーー

ススペペーースス  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

  映映画画館館へへ  

Ｐｍ１：３０ 

 夏期講習 

学習サポート 

２２９９  
夏夏休休みみフフリリーー

ススペペーースス  

ＰＰММ１１：：００００  

②②社社会会見見学学  
Ｐｍ１：３０ 

 夏期講習 

学習サポート  

３３００  

  

  

予予定定無無しし  

        

３３１１  

  

ＰＰmm３３：：００００  

ＤＤＡＡＤＤ  
（（父父親親のの会会））  

※※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  

  

夏夏休休みみフフリリーーススペペーースス  

○○午午前前中中（（1100 時時～～1122 時時））ははフフリリーータタイイムム「「読読書書」」「「ビビデデオオ」」「「ＰＰＣＣ」」「「ゲゲーームム」」  

◎◎昼昼食食（（11１１時時～～1133 時時））ははみみんんななでで作作りりまますす  

●●午午後後（（1133 時時～～1155 時時））はは外外出出メメニニュューー「「ププーールル」」「「カカララオオケケ」」「「ボボーーリリンンググ」」「「映映画画館館」」  

（（予予定定））７７・・１１９９（（火火））  社社会会見見学学①①  東東京京「「国国立立国国際際医医療療セセンンタターー（（新新宿宿））」」  

７７・・２２９９（（金金））  社社会会見見学学②②  東東京京「「洋洋画画・・アアテテレレココ体体験験」」                                  

２２００００５５（（平平成成１１７７））年年７７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.１７ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

それぞれの生き方を見つけよう 
就労の意義と課題・・・ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝは考える 

アンガージュマンでは今まで就労支援を通して働く事とは何かを皆で考えてきました。葉山

での畑の耕作・犬の散歩・お年寄りの部屋の掃除や買い物・引越しの手伝い・他の商店街へ

の行商・地元商店街のお手伝い等々色々なことをやりました。面接の受け方や履歴書の書き

方など実践的な事もやってきました。これはこれで決して無駄ではありませんでした。でもふと

考えてみると今までやってきたことは「如何に社会に受け入れてもらえるか。どうやって自分を

認めてもらえるか」だったような気がするのです。人や会社に雇ってもらうことだけが就労への

道でしょうか。求人誌を買い込み、履歴書を書き、面接をするのもひとつの方法です。でも人か

ら見たら我がままで、甘く見えてもこのままの自分でなぜいけないのかと考えることは大人げ

ないことでしょうか。今の自分でも生きていける場所を自ら作れないものでしょうか。 

商盛会の商店主が言いました。「商店の親父はサラリーマンになりたくなくて、好きにやりた

い奴がやるんだよ。」色々な生き方があります。色々な道があります。 

アンガージュマンの試みとして就労支援で小売業の講座をやりたいと思います。販売のノウ

ハウを学びます。商品を仕入れて行商もやります。色々な現場を見学に行きます。一朝一夕

に生活に結びつくとは思いませんが、就労の方法は多様 

だと知ってもらいたいしそれぞれの生き方も一様ではない 

ことを感じて欲しいと思います。神奈川県の経済部や地元 

商店街が協力を申し出てくださいました。ＤＡＤの親父にも 

手伝ってもらいましょう。興味のある人は顔を出してくださ 

い。我々と一緒に隠れた可能性を見つけてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

坂之上のひとりごと ⑫     代表：小柳良 

 今年で終戦から６０年が経ちました。私は戦争を知らない世代ですがその残酷さを映画

で追体験してきました。「ひまわり」「チャップリンの独裁者」「黒い雨」「禁じられた遊び」「ま

た逢う日まで」等々。特に敗戦後の混乱の広島でのエネルギッシュでアナーキーなやくざ

を描いた「仁義なき戦い」は反戦映画の傑作です。戦争の本質は個人より公に重きを置

き、公の名において個人を抹殺することのように思います。やくざの社会とあの時代の日

本はとても似ています。戦後我々が一番大事にしてきたことはなにより個人に価値を置く

ことですが最近どうもそれが危うい気がします。教え子を２度と戦場に送るなと言った教師

は子供や自分達が個より公が大事な所にいつの間にか連れていかれそうなことに気づい

ているでしょうか。油断すると私達も戦争の原理に足をすくわれそうになります。この夏は

過去と現在の戦争について考えながらビール！ 

 



 ～夏に向け思うこと～ 

「おたがいさま」の社会へ 
不登校の子ども達とひきこもりの若者達２０人余りが、フリースペース・あばうとを利用していま 

す。中には、学習サポート・ネクストで学習を進めている子どもたちもいます。先日、中学校不登校 

経験のあるＦ君（中２時代何度か相談を受けた）に再会しました。高校に進学し今春公立大学に入 

学、教養授業で「ニート」問題を取り上げ、先生にアンガージュマンを紹介され尋ねてくれました。 

不登校やひきこもりの子どもや若者達が何か欠けているのではありません。青春、思春期の一 

時期に誰にでも起こりうる「立ち止まり」だと考えます。このチョッとした「立ち止まり」を、「大変なこ 

と」「人格的な問題」「将来がない」と決め付けてしまう大人の姿勢の方が大問題であり、 

この様な誤解と偏見に子どもや若者は翻弄されているのではないでしょうか？  

もし立ち止まらず、学校や社会の中でストレスを抱え込んだまま生き続けるのであれば、周囲の 

人たちを拒否し様々な事件を起こさざるを得ません。私たちは「立ち止まる」ことの必要性を痛感し 

ます。「立ち止まる」ことは「自分を問うこと」「自分で引き受けること」なのです。だから直接的な原因 

がイジメであろうと家庭問題であろうと、自分で引き受けようとして関係性を遮断し、学校や社会を 

拒否するのです。この根底には自立型・競争型を進める社会の問題があります。自分で全て引き 

受け解決する社会であるが故に、人に助けを求めない、人を頼らない社会観を持ってしまいます。 

自立型（この言葉の規定は避けますが）の社会を続ける限り不登校やひきこもりも続きます。共 

生型の「人は１人では生きられない」、「困った時はおたがいさま」の社会が不登校・ひきこもりの子 

どもや若者の悩みを解決できるであろう社会、人間関係を築けると考えます。如何でしょうか？  

夏はある意味？開放的・・・。と言うことで「夏休み」が良い機会になれば、スタッフも最高です。 

アンガージュマンを夏のチャンスとして利用してくれれば本当に嬉しいです。    （事務局長） 

‘０５年夏企画    

夏だから自分の力をた・め・す！ 
 【フリースペース・あばうと】 

◎外へ出よう！ 夏休み中のフリースペースは出来るだけ外に出ます。県の助成事 

                   業を受け社会見学事業も始動します。特に午後は外で活動です。 

◎灯篭と焼きソバ・カキ氷 

神奈川新聞でも紹介されましたが、 

７月１５日（金）は上町商盛会のサマ 

ーセールです。一日お祭り気分で！ 

◎社会見学    体験型の社会見学を始めます。 

                    横浜や東京へも出掛けます。キャリ 

ア教育も意図しながら進めます。       【 灯篭づくり 】 

◎サマーキャンプ 宿泊体験をしましょう！ ８月中旬、榛名山で２泊３日のキャ 

ンプです。詳細は後日ご案内しますので、ご参加下さい。 

【学習サポート・ネクス】 

 ◎夏期講座    個別指導と集団指導授業で夏期講座を実施します。※別紙参照 

 

ひきこもり親の会ウィル･よこすか  

黙黙っってて聞聞くくだだけけ、、困困っったたとと言言いい続続けけるるだだけけ・・・・・・  

共感してくれる仲間の存在                                

          6 月 11 日の例会は先月に続き代表勝又さんの代行で副代表の幸嶋さんがしきって下さい 

        ました。勝又さん同様、終始笑顔を絶やさず明るい雰囲気の方なので、参加された方も和ま 

        れた事と思います。この日はアンガージュマンから参加の吉本さんを含め 8 人が集まりまし 

た。前回初めて「きくだけ」という形で参加した方も今回は活発に発言。帰り際には「来てみて 

良かった！」ともおっしゃって、役員としては一番嬉しい言葉です！母親は大切に育てた子 

どもの事だからこそ辛いのです。長い間、世間や他の家族や自分の親にまで気を使いなが

ら、沢山の悩みを抱える母親には同様の経験と共感してくれる仲間の存在が不可欠。家庭

で、一人だけで、背負わずに、自身のエネルギーを補給する為にも沢山の方の力が必要な

のです。でも最初は誰でも知らない人の中に飛び込んで弱った自分の姿をさらすのは抵抗

やためらいがあって当然。黙ってきくだけ、ただただ困ったと言い続けるだけ、それでも全くノ

ープロブレム！言いたくなければ口を閉ざし、聞きたくなければ耳をふさぎながら？自分なり

の何らかの気づきがあれば何よりです。構えずに気楽にご自分のペースで覗きに来て戴け

ればと思います。                               （ウィル：三澤） 

                                          △ 利用者相談の充実 △ 

相相談談でで安安心心とと可可能能性性をを手手にに       

「あばうと」や「ネクスト」をそれぞれのペースと努力で利用され、私どもスタッフの支援を 

上手に利用いただき着実に力をつけられていることに、事務局としても嬉しく思っておりま

す。今後より一層順調かつ快適な生活や学習が積み上がることを願って、月に１回程度

の相談日（カウンセリングを含む）を設け、親御さんと相談者（下記参照）がきめ細かな支

援及び学習プログラムを作り上げていきたいと思います。相談はご希望による有料相談

ですので、ご家庭の状況と希望で計画下さい。なお相談日・時間・相談者は希望出来ま

すので、２週間前に連絡頂ければ調整を致します。ぜひご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

～
      ～～よろしくおねがいします！会員更新～～ 

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５０００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                               

相 談 者 相 談 内 容 曜 日 時   間 

小 柳   良 親や家族のこと 月～金 午後３～６時 

吉 本 照 子 親子の関係のこと 随時 随時 

滝 田  衛 子ども（進路・発達障害）のこと 月～土 夜７時以降・土は終日 

山 川 幸 子 子ども（学習・進路）のこと 月～水・金 午後４時～７時 

渡 辺 悦 子 カウンセリング 随時 随時 


