
0６年２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））  

  

  

      ※※  

    

  

※※    

１１  
フフリリーーススペペーースス  
  ＡＭ １０：１５ 

映画『Ｔｈｅ有頂

天ﾎﾃﾙ』を観に

行こう! 

学習サポート    

２２    
フフリリーーススペペーースス  
１ 日 だ ら だ

らする日 

 
学習サポート 

３３    
フフリリーーススペペーースス  
ＰＭ １：１５ 

花壇にチューリ

ップを植えよう!  
 

学習サポート    

４４  

PPmm11：：００００  

ウウィィルル例例会会  
  PPMM44::0000 連連絡絡会会  

  

学習サポート  

５５  

  

  ※※  
        

６６  
AAmm１１００：：３３００  
PC 講座 

Ｐｍ：１：３０ 

 ギター講座 

ＰＰＭＭ３３：：００００  

販販 売売 士士 資資 格格 取取

得得講講座座 

学習サポート  

７７  
フフリリーーススペペーースス  
ＡＭ １０：１５ 

卓球 or バドミ

ントン              

 

 

 

学習サポート      

８８  
フフリリーーススペペーースス  
ＡＭ １０：１５ 

料理作り 

 

 

 

 

学習サポート 

９９  
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  

１１００  
フフリリーーススペペーースス  

 

ＡＭ １０：１５ 

映画を観よう! 

 

 

私学入試 

学習サポート  

１１１１  
  

ささわわややかか財財団団  

  商商盛盛会会表表彰彰式式  

  

進進路路相相談談会会  

（（県県ササポポーートト CC））  

      ※※  

１１２２  

        

※※      

    

１１３３  
AAmm１１００：：３３００  
PC 講座 

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  

～商盛会～ 

「梅祭り」を 

手伝おう 

 

学習サポート  

11５５  
フフリリーーススペペーースス  
～商盛会～ 

「梅祭り」を 

手伝おう 

※資格試験 
学習サポート  

11６６  
フフリリーーススペペーースス  
～商盛会～ 

「梅祭り」を 

手伝おう 
 

学習サポート  

11７７  
フフリリーーススペペーースス  
  
ＰＭ １：１５ 

テニス 
 

学習サポート 

１１８８  

  

PPmm11：：００００  

未未来来定定例例会会  

  
学習サポート    

１１９９  

  

※※    
  

２２００  
AAmm１１００：：３３００  
PC 講座 

Ｐｍ：１：３０ 

 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  
ＡＡ..ＭＭ  １１００：：３３００  

ププロロ講講師師にによよるる

ビビーーズズｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘｰー

講講座座  

 

学習サポート    

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  
ＰＭ １：１５ 

卓卓球球＆＆  

ﾊﾊﾞ゙ﾄﾄﾞ゙ﾐﾐﾝﾝﾄﾄﾝﾝ  
県立高校後期

入学試験 

学習サポーﾄ  

２２３３  
フフリリーーススペペーースス  

社社会会見見学学  

「「牧牧場場へへ」」  

  
 

 

学習サポート  

２２４４  
フフリリーーススペペーースス  
ＰＭ１：１５ 

カラオケ 

 

 

 

学習サポート  

２２５５  

  

PPMM11::3300  

カカウウンンセセリリンン

ググ講講座座      

  
学習サポート    

２２６６  

AAMM９９：：３３００  
TTVVKK 放放映映  

「「TTrryy 神神奈奈川川」」  

アア ンン ガガ ーー ジジ ュュ

ママンン・・よよここすすかか  

のの取取材材かからら  

ＰＰММ３３：：００００  

ＤＤＡＡＤＤ        

２２７７  
AAmm１１００：：３３００  
PC 講座 

Ｐｍ：１：３０ 

 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  
キキッッククオオフフ  

講講座座  
 

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：：11，，000000円円プロ講師によるビーズアクセサリー  

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  

【 アナウンス 】 

◎資格試験・・・販売士検定試験 3 級資格試験  ※8 人が受験します   

◎会員の更新をお願いします・・・4 月を前によろしくお願いします。  

２００６（平成１８）年 ２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.２４ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
学 び 育 つ こ と 

アンガージュマン・よこすかの特徴は、学習サポートと就労支援講座です。利用者への強制では 

     なく、自由選択なのですが。不登校の子どもたちで「ﾌﾘｰスペースはちょっと・・・」と言う子どもたち 

は、夕方からの学習サポート「ネクスト」を利用し、慣れてくると映画・ボウリング・社会見学のフリー 

スペースに参加し始めます。その逆もあります。一方、ひきこもりの若者たちの就労支援講座も同じ 

です。反対に学習や講座に参加するより、自由に遊んでいる方が良いって言う人たちもいます。 

遊びが目的か？ 学びが目的か？ 二者択一ではありません。利用者の意識がどうかと言うこと 

です。子どもや若者は、自分が「何かしなければ！」と思い悩んでいるのですから。 

        自分の翼を見つけて！飛び立って 
 でも、「何をやったらいいのか？」「何かをやれる自信が？」という迷いや不安が、子どもや若者た 

ちの前に立ちはだかります。だから自分を納得させていく時間と、同じ目線 

の同行者（スタッフ等）が必要なのです。これが心の緊張を解していく時 

間と空間を作っていきます。 

今年も、何人かの人が自分を探し、自分の翼を見つけて飛び立っていこ 

うとしています。中には２頭追いながら、２頭を得ようとする人もいます。頼 

もしい限りです。「不登校の子どもたちに高校進学はない」などと言う誤った 

理解から解き放たれ、全日制の公立・私立高校（もちろん定時制や通信制 

・サポート校も含め）へ向かう子どもが！ またアルバイトをしながら販売士 

３級試験（商工会議所）に合格しようと意欲を持つ若者が！ いるのです。 

 一方で、まだまだ時間が必要な人もいます。私たちは、「当分は？」という人も大切にしています。 

学ぶことと育つことは、誰にでもそして何時でも人間には大切であることを確信し、実現していきま 

す。「不登校」や「ひきこもり」の子どもや若者を差別せず、偏見なく今年も育ちを見守っています。 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

      

坂之上のひとりごと ⑫     代表：小柳良 

寒い寒いと言っているうちにもう一月経ってしまいました。４月まであと２ヶ月！忙しい日々が続きます。

時間がなければないほど他の事がしたくなります。こういう時に読書をすると妙に集中できてもっと読み

たくなります。仕事関係の本よりはミステリーや小説に手が伸びます。ＤＡＤ のお父さんにもハードボ

イルドの好きな方がいてシリーズの新刊を心待ちにしているそうです。確かスペンサーシリーズです。

私も好きな作家がいてロバート・コダート（千尋の闇は傑作）ジェフリー・ディーバー（リンカーンライムシ

リーズはドキドキ）トマス・Ｈ・クック（緋色の記憶は悲しい）ナドナド。同じ好みの方と話をすると時間を忘

れます（文学・音楽・映画も同じですね）。生活に追われがちですが少しは心に余裕を持つためと言い

訳しつつ電車を乗り過ごす事もあります。アンガージュマンに寄って相談室で違う世界に行ってみるの

もいいかもしれません。本というのは不思議なもので他の人には紙くず同然でも好きな人には何にも代

えがたいものです。文庫本さえも宝物なのですから、アンガージュマンの本棚の本は読み終えたら返し

てください。さて今晩も仕事サボってどの作家を読みましょうか？勿論片手にはグラスを持って。 

 



フフリリーーススペペーースス・・ああばばううとと 11 月月歳歳時時記記      
夜食会 

1 月２８日（土）の午後５時から８時まで、恒例の夜食会を開きました。集まったのは全部で８人。 

ひさしぶりにカレーを食べました。今日はアンガージュマン・よこすかが入っている商店街で買い物をしま 

した。皆さんも商店街をドンドン利用して下さいね！！カレーを食べた後にはみんなで UNO をしました。 

とても和やかな雰囲気でしたよ。次回のメニューは・・・参加予定の人から意見を聞いて決めますので何に 

なるかはお楽しみです。山盛り２杯カレーを食べた「ダイエットはどうした！？」状態のスタッフ石原でした。 

 

映画『チキンリトル』を観に行きました 
１月１１日（水）わがアンガージュマンのマスコット・映画『チキンリトル』を観に行きました。先日、社会見

学へ行った先で頂いた特大のぬいぐるみです。それ以来、クリスマスにはサンタクロースのいでたちで、普

段は畳で来る人を和ませています。映画の内容は・・・観てのお楽しみです！ちょっと短かったかな、という

気もしますが、一緒に観た生徒の感想では「感動した!」とのこと。チキンリトルを観てほんわか温かい気分

になる・・・そんなひとときもいかがでしょうか？                   （スタッフ島田徳隆） 

 

2 月 21 日(火)はプロ講師をお招きしてのアクセサリー講座…多数のご参加をお待ちしてます!! 

 

販売士講座 5回目 
まだまだ寒い今日この頃。早起きが辛い季節ですが本日は 10 時半から為崎先生による販売士 

講座がありました。そろそろ講座の方も終盤戦。4 時間ぶっ続けの長丁場に加え受験日に向かって 

内容も駆け足で進みます。……ということで半分ぐらいしか中身が入っていない私なのでした。(えっ、 

私だけ！？） 改めて予習・復習の大切さを痛感。やはり自習が必要ですね。受験日まで後 2 週間 

ちょっと。みんな無事合格出来ると良いなぁ。 byY.Asai 

                                                               

 ★☆★☆ｗｏｍｅｎ’ｓ ＤＡＹ★☆★☆ 
 1 月３１日、2 度目の女性のお茶会（いつの間にか名称変わっていますが・・・）が開催されました！！前

回は「女性の体のしくみ」でしたが、今回は「チョコレートフォンデュ作り」でした。材料の買い忘れに気付き、

会が始まってから買い物に行くなど、かなりドタバタしていましたが・・・ 

 フォンデュとお菓子を囲み、ゆったりと、会は始終和やかな雰囲気で行われました。ひたすら食べ続ける

人（あれ、自分だけかしら？）、会話を楽しむ人、自分の好きなことを自分がどれほど好きか語る人・-・・ 

 十人十色であって良いと思います。来て下さった方にとって居心地の良い場所でありたいと願っておりま

す。参加して下さった方の感想は・・・    チョコレートフォンデュは初めてでした。家ではなかなか作る気

にはならないけれども、皆であれこれ考えながら作り、皆で食べるのが楽しかったです★☆（Ｒさん） 

結構手間がかかるので、自分１人のために作ろうとも思わないけど、そのような作る過程も皆で協力 

して行えば楽しく、面倒くさいなどと思う間もなく出来上がってしまった。楽しかったです。（Ｋさん） 

 次回は３月上旬、コラージュ（画用紙等に雑誌の切り抜き等を貼り付ける事）をする予定です！！ 

今回は雨の中、足をお運び下さってありがとうございました。                 （（ｽｽﾀﾀｯｯﾌﾌ上上原原） 

                                           

 夜              カ              販              女    

 食              ラ              売              性 

 会              オ              士              の  

                ケ                              会    

     

 

学習サポート・ネクスト     受験生ガンバレ！   

小学生が５人、中学生が１８人、それ以上の高校生達が１０人、30人を越える仲間が午後から 

夜にかけて学習を続けています。風邪で休む子もいれば、学校のテスト対策で時間を入れ替え

る子も、そして気分が乗らずに遅刻する子も・・・。ひとり一人の状況を理解しながら、ネクスト・コ

ーディネーターの山川は、講師との連絡を取りながら時間調整と、より良い講師と子ども達の出

会いを求めてハラハラの毎日です。そこで、高校入試に突入した１月末（公立の前期試験が終

わってます）、子ども達への激励のメッセージを語ってもらいました。 

Ｑ「中学３年の受験生は何人いますか？」    

山川「１０人の中３生が挑戦しています。」 

Ｑ「受験当日の心構えは？」                           

山川「前日に準備をして当日は余裕を持って出掛けましょう。            

一番使ったテキストをお守り代わりに持っていくと落ち着きます。」 

Ｑ「勉強に自信がない人？ 不登校で学校へ行っていない人？へ」 

山川「全部やろうとせず、落ち着いて出来る問題から始め、最後まで慎重に取り組んで！」 

Q「最後に一言」 

山川「自分に納得できる受験をしてください！」 

ひきこもり親の会ウィル･よこすか  

人生はやり直しがきく・・・ だから 

考えているだけでは何も始まらない                             
『受け止める力』…情報があるから安心していられる!!会や講演会等で話を聞き、下地があっ 

たので、子の変化に対応する際に良かったと思うという例会出席者の言葉が心に響きます。 

他にも参考になる話が多く出ました。男親の声として、夜帰って来たとたんに妻から発せられ    

      る子の愚痴は嫌という話。一方、以前は夫に色々求めるところがあったが、ちょっとした自然な係 

わりでいいのだと思えるようになったという方も。 

また、子に合わせる言葉、むこうに都合のいいおっかなびっくりの対応だったが、自分の中で 

どうしょうもなくなり、ぶつかり、子はかえって自分のことをこんなに思ってくれていたのかと思っ 

たと。タイミングが合ったのであろうが、本気にぶつかったら、それから変わってきた。しかし、本 

気を出せない苦しさも。言ってしまったら後どうなるのかとシュミレーションして言えない。言ってし 

まうと収拾がつかなくなる。それに対し、子のすごいところ。そうそう繰り返さない。落ち込むこと 

があっても、自己コントロールがきき、あのひどい時に戻りたくないと、それなりにバランスをとる 

とのアドバイス。 

また他の方の話として、ちゃんとした仕事、自分の思ういい仕事に就けるわけもない、やりた

い事が見つからないと子が言っていると。『ちゃんとしたいいところ、やりたい事、考えているから

…』実はこれがくせもので、手かせ足かせになっているのかも。隣の芝は…じゃないけど、はた

から見ていると他の人達は皆いいように思えるが、どの仕事にも大変さが。楽しくて、いい給料と

いうふうにはなかなかいかないのでは。自分の特技を生かせる仕事ではないと思っても、どこか

で繋がっていたりもするし、新たな自分を見出すきっかけになるかも。特にパソコンを得意とする

子世代は、直接関係ないと思っても、種々パソコンが必要とされる場面があり、生かせる場があ

るのでは。頭の中で考えているだけでは何も始まらない。人生はやり直しがきくのだから。そして、

就職後も人間関係に気を使い過ぎて本当の仕事にたどり着く前に辞めてしまう人達も。その一

方で、そんなことに気を使わず仕事。親は波風立てずなんとか上手くと思うが、子世代の中には

もうそんなところを飛び越え新しい世代が生まれてきていると。インフルエンザが流行っている様

ですのでご自愛下さい。  次回例会は 2 月 4 日(第一土曜日)1 時  (ウィル運営委員：星野)            


