
05 年１２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  

  

PM１：３０ 

野良仕事 

 

 

学習サポート    

２２  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

中央公園へ（花

壇） 

ｐｍ１：１５ 

カラオケ 

学習サポート    

３３  

  

  

PPmm11：：００００  

    未未来来  

４４  

  

        

※※        

５５  

AAmm１１００：：３３００  
PC 講座 

Ｐｍ：１：３０ 

 ギター講座 

 

 

 

 

学習サポーﾄ  

６６  
フフリリーーススペペーースス  

AAMM1100::3300  

野良仕事 
PM２：００ 

映画を見よう 

 

 

学習サポート  

７７  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

ビーズｱｸｾｻﾘｰ

作り 

Pm１：１５ 

卓球 or ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄ

ﾝ 

 

学習サポーﾄ 

８８  
フフリリーーススペペーースス  

AAmm  1100::3300  

野野良良仕仕事事  

PM１：３０ 

キック・オフ 

講座 

 

 

学習サポート  

９９  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

ソレイユの丘へ

行こう 

 

 

 

 

学習サポート  

１１００  

PPmm11：：００００  

  横横浜浜ﾘﾘﾛﾛｰーﾄﾄﾞ゙  
※青少年プラザ  

ウウィィルル合合流流  

  

１１１１  

        

※※      

    

１１２２  
AAmm１１００：：３３００  
PC 講座 

Ｐｍ：１：３０ 

 ギター講座 

 

 

 

学習サポート    

１１３３  
フフリリーーススペペーースス  

AAMM1100::３３00  
販販 売売 士士 資資 格格

取取得得講講座座  

（一日日程） 

 

 

学習サポート  

11４４  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

料理をつくろう 

PM1:15 

ｸﾘｽﾏｽの準備 

 

 

学習サポート  

11５５  
フフリリーーススペペーースス  
PM１：３０ 

キ ッ ク オ フ

講座 
 

 

学習サポート  

11６６  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

ｸﾘｽﾏｽの準備  
PM1:15 

ヨガに挑戦 

 

 

学習サポート 

１１７７  

AAMM１１００：：００００  

ｽｽﾀﾀｯｯﾌﾌ会会議議  

PPmm11：：００００  

    未未来来  
  

    

１１８８  

  

※※    
  

１１９９  
AAmm１１００：：３３００  
PC 講座 

Ｐｍ：１：３０ 

 ギター講座 

 

 

学習サポート    

２２００  
フフリリーーススペペーースス  
AM１０：３０ 

社会見学 

東芝工場 

 

 

学習サポート    

２２11  
フフリリーーススペペーースス  
Ａｍ１０：１５ 

ｸﾘｽﾏｽの準備  
PM1:15 

ｽﾄﾚｯﾁ体操 

 

学習サポーﾄ  

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  

フフリリーーススペペーースス  

合合同同  

大大掃掃除除  
 

  

２２３３  
フフリリーーススペペーースス  

フフリリーーススペペーースス  

合同クり

スマス会 
  

２２４４  
  

  

ＰＰＭＭ１１：：００００  

  冬冬期期講講習習①①  

２２５５  
  

  

ＰＰＭＭ１１：：００００  

  冬冬期期講講習習②②  

２２６６  
AAmm１１００：：３３００  
ＰＰＭＭ１１：：００００  

  冬冬期期講講習習③③ 

  

 

 

 

学習サポート  

２２７７  
フフリリーーススペペーースス  
ＰＰＭＭ１１：：００００  

  冬冬期期講講習習④④ 

 
 

 

 

学習サポート  

２２８８  
フフリリーーススペペーースス  
PM1:15 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ  

ＰＰＭＭ１１：：００００  

  冬冬期期講講習習⑤⑤ 

 ※１／４・５・６ 

   模試１／７ 
学習サポート 

２２９９  

  

年年末末休休業業  
冬冬期期講講習習はは  

１１月月４４日日かからら  

    ※※ 

３３００  

  

年年末末休休業業  
ﾌﾌﾘﾘｰーｽｽﾍﾍﾟ゚ｰーｽｽはは  

１１月月１１００日日かからら  

※※  

３３１１  

  

年年末末休休業業  

よよいいおお年年をを!!  

※※  

  

  

  

※※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  

ククリリススママスス会会  １１２２月月７７日日((水水))よよりり取取りり組組みみまますす、、みみんんなな集集合合！！ 
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  

      ２００５（平成１７）年１２月１日発行  発行責任：小柳良  編集責任：滝田衛 

 

   ＮＰＯ法人通信 No.２２ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

     秋と いえば…中華料理幸楽じ ゃ なく て 、 後楽園でもなく て 、  

行楽シーズン！！ 
みなさん、お元気でしょうか。夜はずいぶん冷え込んできましたね。健康管理には充分に注 

意しましょう。さて、11 月のあばうとではあちらこちらへ外出することが多く、また、天気もよく 

気持ち良かったのです。いつだったか、秋は芸術の秋。。。などと書いた記憶もあるように思い 

ますが、あばうとはまさに行楽シーズンだったといってよいでしょう。 

9 日には再び長井海の手公園ソレイユの丘へ行ってきました。カラッと晴れて遠くには富士 

山が見えるではないですか！！そんな中、ボール遊びをしたりゴーカートに乗ったり馬やら牛 

やらウサギやら沢山の動物と触れ合ってきました。 

16 日は社会見学で追浜の長野ペット病院へ…。詳細は次のページをご覧下さい。 

24 日は 10 月に引き続き、東京のアクセサリー会社タンテ経営者の中村さんをお招きして 

のアクセサリー講座を行ないました。来春大ブレイク！！のアクセサリーを教えて下さいまし 

た。シンプルなデザインなので、見ていると簡単に出来そうなのですが…で、出来ない～！！ 

プロの技術を見ることの出来る貴重な体験でした。また、機会あればお招きしますので、みな 

さん奮ってご参加ください。大人･子ども･保護者を問いません。 

25 日は三浦市の宮川公園に行きました。ばかでかい風車 

(風力発電)の下にある公園なのですが、眺めも最高！トンビに 

狙われながらも青空の下で食べる昼食はいうべきにもあらず。 

ほんのちょっと風があったのでバドミントンは難しかったのです 

が、楽しいひとときを過ごしました。                         

（あばうとスタッフ島田徳隆） 

＜次ページに続く＞               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

坂之上のひとりごと ⑯     代表：小柳良 

今年もあと一月になりました。人生の半分以上の時間を使ってしまった私としてはひときは時が

速く過ぎていきます。先日久しぶりに学生時代の仲間と会ったのですが、30 年の月日は見事に

中年のおやじを作り上げていました。話をしているうちにお前は過去と現在をどう切り結んでいる

かと自問自答していました。時代に対して緊張感を持ち、感性を研ぎ澄まし、歴史に参画する意

思は若さの代名詞でした。たとえ甘く未熟だと言われようと「そういうあなたはどうだ。お前の存在

様態こそ疑え」といきまく私がいました。今状況の矛盾の象徴である青少年と共に生きながら彼ら

にそのままの言葉を投げられそうです。彼らに共感し混沌とした時代を切開する想像力こそが今

求められていますが私にそれがあるでしょうか。30 年以上の時間は私に「生活する事とは、子供

を持つ事とは」を問い、その答えこそが私の存在様態のはずです。その重さと想像力を携え誰も

が幸福になる方途を追求するのが私の現在でしょう。いつものように薩摩白波を飲みながらつら

つら考えました。今年もお世話になりました。来年はもっとお世話になります 

 



  動動物物病病院院・・社社会会見見学学（（就就労労支支援援講講座座））    

少しぐらい遅れたって取り戻せる！ 動物から人生論まで 
１１／１８、追浜にある「ながのペット病院」へ行って参りました！！      【レントゲン室の長野院長】       

動物病院は大きくビルの１Ｆ～３Ｆまで ここではトリミングや、ペットのマン 

ションの機能もついた、様々な要望に応えられる大きな病院でした！！！ 

院長先生は長野秀一先生、病院の説明だけでなく、ご自身の経験や、 

人生観などを語って下さいました。様々な飼い主さんがいらっしゃるので、 

一人でも多くの飼い主さんのニーズに応えられるように日々勉強している 

との事でした！！お忙しい時にすみませんでした！！！                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  孫孫のの手手事事業業・・上上町町商商品品のの販販売売（（就就労労支支援援事事業業））   

三三三者者者三三三様様様   優優優しししいいい声声声かかかけけけ、、、販販販売売売工工工夫夫夫・・・実実実行行行、、、声声声出出出しししののの努努努力力力   
１１／１２、藤沢市辻堂プチモール東海岸で上町商店街の商品((横須 

賀海軍カレー、双葉さんのお菓子(栗蒸しようかん等)、梅ワイン、 

わかめ))を販売してきました。販売場所は小さな商店街の中にある空き 

地で、私たちの他に 8 団体が店を出していて、雰囲気としてはフリーマ 

ーケットのようでした。 

私たちの販売場所は、その中でも一番奥、そして、駄菓子屋の隣だっ 

たので、みんな駄菓子屋に人が流れていってしまい、最初はなかなか 

人が足を止めてくれませんでした。みんなでどうしたら人が来てくれるか 

考え、試食を勧めて味をわかってもらったり、お客さんの見やすいところ 

に商品を置き換えたり、どんな商品があるのか遠くからでも分かるように新たに張り紙を貼ったりして一 

生懸命 PR 活動をしました。そして、「どの商品でもいいから１つの商品の完売を目指そう！」を目標にみ 

んなで声かけを行いました。その甲斐あってか、なんと午前中に栗蒸しようかんが完売！！みんなとっ 

ても嬉しくなり、他の商品も頑張って売ろうという気持ちが出てきて、次々に商品が完売していきました。 

今回、参加してくれたのは 3 人、K さんは、お客さんにやさしく声を 

かけて安心感を与えてくれたり、I さんは、販売方法を一生懸命考え 

工夫して実行してくれたり、Y くんも頑張って声を出そうと努力してい 

て、みんなで今回の販売成功を勝ち取ることができました！ 

商売は本当に大変なことと感じましたが、自分たちが工夫するこ 

とで売れ行きが良くなることも知り、とてもいい経験となりました。今 

回参加できなかったみなさんも、次回は是非参加してみてください 

ね！ 声をだすのが苦手な人も、全然大丈夫です。他の人の行動 

を見ているだけでもきっと刺激をうけますよ。                 （あばうと・スタッフ：佐々木育子） 

学習サポート ネクスト    

中中中卒卒卒者者者ののの学学学習習習をををサササポポポーーートトト   未未未来来来ににに夢夢夢ををを（チーフ：山川幸子）   
高校中退後アルバイト生活をしていたＳ君、二十歳を前に高校卒業認定試験に挑戦！５月 

に相談に来て６月より学習を始めました。８月に７教科合格し、この１１月残り２教科に再挑戦 

しました。やっぱり英語が苦手？ さあ結果や如何に。吉報を待っています。 

さて中学校不登校で高校に行かなかった若者が 

ネクストで学習サポートを受けています。本当に真 

面目に休むことなく学習している姿は、実に健気で 

講師の先生もつい力が入ってしまうようです。中学 

３年生が多く受講していますので、１２月１０日（土） 

には高校受験用の模擬テストを実施します。この 

テストを若者達も受験の予定です。進路は未定の 

ようですが、高校卒業認定試験も目標の一つに入 

っているようです。将来設計は多様です。思春期の 

自分作りをゆっくりやりながら、自分に合ったキャリ 

アを探しながら学習を進める、その一助に学習サポ 

ート・ネクストがお役に立つことを願っています。 

ひきこもり親の会ウィル･よこすか  

（ウィル代表：勝又紀美子）あわてず・さわがず・あきらめず                               
今月は１０人の参加者で、ゼリーと柿と手作りのおまんじゅうまである、嬉しい会となった。 

それぞれ１ヶ月間の思いを出し合った。あまり大きな変化はないけれど、それでも少しずつの 

子どもの動きに一喜一憂してしまう。あわてず・さわがず・あきらめずと自分に言って落ち着 

かせている。「かまってもらいたい」とぶつかって来る子の気持ちを、どう受け止めたらいいの 

かわからない。自分の気持ちを言いたいのだけれど、言ってしまったらどうなるのかと思うと、 

言えなくて苦しくなる。少し外に出始めたけれど、又壁に突き当たっているようで切ない。 

親と子で葛藤、格闘の毎日だ。親子で人生の壁を真正面から登っているようだ。登っては滑 

り、滑っては又登る。Ｔさんが「“人に頼める力”が必要ですよね」と言った。困った時に声を上 

げて助けを求められる力。どうしても家族のことは家族で何とかしよう、自分のことは自分でと 

思ってしまう。「助けてなんて恥ずかしい」と頑張ってしまう。「助けて」と言えるようになりたいと

思う。ウィルも「こんなことを言って良いことではないけれど」と、どんどん言えてそのことは「こ

の場限り」に出来る会になりたいと思う。言いたくても言えなかったことを言うことで、新たな思

いがわき上がって来て、自分を再構築出来るのではないか。支え合う仲間でありたいと思う。 

  未来・ウィル合同バス旅行記 
                             １１月２３日（水）、爽やかな秋晴れの空の下、市内４ヵ所か 

ら乗車した１９人を乗せたバスは、一路浜松市の秋野不矩 

（ﾌｸ）美術館へ。渋滞を予想して車内で少し早いお昼（お弁 

当）をとり、美術館では１時間半のゆったりとした時を持つこ 

とができた。天井・壁に藁入り漆喰、床は藤ござと大理石 

（床暖房）を使った、懐かしい母の懐に抱かれたような温か 

な空間に、ゆったりと時が流れていく至福の時であった。次 

に世界一の木造歩道橋・蓬菜橋を往復３０分かけて真ん中

を歩いて渡り（風が強く落ちそうで！）、途中日本一の富士の姿を左右に見ながら帰路につ

いた。渋滞、事故もなく予定時刻に無事帰ることが出来た。すばらしい企画を実現してくれ

た係の三浦さん・三澤さんに感謝したい。本当にありがとう。お疲れ様！ 来年もよろしくネ                                        

 
寒空の下、病院に行ってみると中々の規模の大きさ。トリミングが出来る部屋もあり、ホテルと

しての機能もあるそうです。中に入ると先生は色々なことを熱く語ってくださいました。施設の説明

から病院に関すること。果ては人生論まで。そのどれもが「なるほどなぁ」と納得できる事ばかりで 

有意義な社会見学になったと思います。特に獣医と言っても関わるのは飼い主の人間だから動

物だけを見ていれば良いというわけではないという先生の言葉はとても印象的でした。 

また、人間は少しぐらい遅れていても取り戻せるという話は人より若干遅れている私にとって 

非常に参考になりました。長野先生、お忙しいなか本当にありがとうございました。都合があえば

往診の見学もさせてくださるそうなので今から楽しみな私です。次回もまた宜しくお願いします。 

                                                  Y.A さん 

 

 

冬期講習のご案内 
教科 英語・国語・数学・理科・社会 

日程 １２月２４日(土)～２８日（水） 

     １月 ４日（水）～ ６日（金） 

      全８日間 

時間 午後１時３０分～５時４５分 

    （１日２教科４時間、１５分休憩 

全３0 時間） 

授業料 ５０，０００円  

含む教材費・模擬テスト【１月７日(土)】 

        ※随時、ご相談下さい（山川まで） 

～１２月ウィル定例会～ 
   ※今月は場所を変えます 

●１０日（土）１３時～ 

県青少年サポートプラザ 

（県立青少年センター第２分館 

●「ひきこもりを考える集い」 

参加費1,000円 

●１５時～ ウィル定例会 

（同プラザ会議室にて） 


