
06 年 5月アンガージュマン日程 
※※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！！          ※印は閉室の印です  

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  
引引越越ししののたためめ  

ごごっったた返返しし中中！！  

学習サポート    

２２    
フフリリーーススペペーースス  
引引越越ししののたためめ  

ごごっったた返返しし中中！！  

学習サポーﾄ  

３３    

  

※※  

    

４４  

  

※※  

 

５５  

  

※※  

  

６６  

PPmm11：：００００  

ククロロスス  
  

７７  
        

      ※※  

８８  
フフリリーーススペペーースス   
引引越越ししののたためめ  

ごごっったた返返しし中中！！ 

 

学習サポート  

９９  
フフリリーーススペペーースス  
ボランティア体験 

本屋の 

裏をのぞく        

学習サポート      

1100  
フフリリーーススペペーースス  
ボランティア体験 

本屋の 

裏をのぞく 

学習サポート 

１１１１  
フフリリーーススペペーースス  

ははるるかかぜぜ書書店店

開開      店店  

  
学習サポート  

１１２２  
フフリリーーススペペーースス  
ボランティア  
(花壇整備 etc) 

 

学習サポート  

１１３３  
就就労労ｾｾﾝﾝﾀﾀｰー  

店店舗舗開開店店  

セセレレモモニニーー  
PPmm11：：００００  

ウウィィルル例例会会  

１１４４  
  

      ※※  

１１５５  
フフリリーーススペペーースス  
Am10：30 
PC 講座 

Pm：1：30 

 ギター講座 

 

学習サポート    

１１６６  
フフリリーーススペペーースス  

Am10：30 
キキッックク オオフフププ ロロ

ジジェェククトト開開校校式式

(ｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘ)  
学習サポート  

11７７  
フフリリーーススペペーースス  
Pm 1：15 

カラオケ 

 

 

学習サポート  

11８８  
フフリリーーススペペーースス  
ボランティア 

(花壇整備 etc) 

 

 

学習サポート  

11９９  
フフリリーーススペペーースス  
Am10：30  

社社会会見見学学  
(( 鎌鎌 倉倉 をを 歩歩 ここ

うう)) 
学習サポート 

２２００  

Am10:00 

未未来来･･ウウィィルル  

    

    

２２１１  

  

※※    
  

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  
Am１０：３０ 
PC 講座 

Pm:1:30 

 ギター講座 

学習サポート    

２２３３  
フフリリーーススペペーースス  
ボランティア 

(花壇整備 etc)  

 
 

学習サポート    

２２４４  
フフリリーーススペペーースス  
Am10：30 
バドミントン 
 

 

学習サポーﾄ  

２２５５  
フフリリーーススペペーースス  

Pm 1:15 
乗馬特別講座

(1000 円) 

 

学習サポート  

２２６６  
フフリリーーススペペーースス  
Pm 1:15 
ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

 

 

学習サポート  

２２７７  

AAmm1111::0000  
利利用用者者親親のの会会  
PPmm::55::0000  

夜夜食食会会    

２２８８  
  

  

ＤＤａａｄｄ  

  

２２９９  
フフリリーーススペペーースス  
Am10:30 
PC 講座 

Pm:1:30 

 ギター講座 

 

学習サポート 

３３００  
フフリリーーススペペーースス  
ボランティア 

(花壇整備 etc) 

 

 

 

学習サポート  

３３１１  
フフリリーーススペペーースス  
Am10：30  

社社会会見見学学  

((大大楠楠山山)) 
 

学習サポート    

  

  

※※ 

  

  

※※  

  

  

※※  
  

  

  

  

※※  

☆☆PPCC・・ギギタターー・・アアククセセササリリ講講座座はは無無料料    ☆☆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））  

☆☆カカララオオケケ((約約 550000 円円))・・ババッッテティィンンググセセンンタターー・・社社会会見見学学等等はは交交通通費費・・利利用用料料等等実実費費個個人人負負担担でですす  
 

 

 

 

 

 

 

 
連絡先  Tel/Fax 046-801-7881 e-mail:engagement@jcom.home.ne.jp 

アンガージュマンよこすかＵＲＬ：http://engagement.angelicsmile.com/ 
 

２００６（平成１８）年 ５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.２７ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  

うわまちで若者達が働く！  
 風薫る５月、うわまち病院入り口（アンガージュマン・よこすか向かい側）に就労支援センター店 

舗“はるかぜ書店”が開店し、若者達の働く場を実現しました。かながわボランティア基金 21 の助 

成を受け、県青少年課（他３課含む）との協働事業として展開します。本法人発足３年、ひきこもり 

の若者達の働く場、不登校などで学校へ行っていない子ども達の社会体験の場を実現しました。 

    第４期キックオフプロジェクトへご参加下さい 
私達は、この２年、上町商盛会商店街振興組合と“お届け便・孫の手”事業を進めてきました。同 

時にキックオフプロジェクトとの名称で就労支援講座を３期（１期半年）展開し、１５名ほどの若者達 

が参加してきました。１００回を超える講話・講習・ボランティア・社会見学等のプロジェクトには色々 

なエピソードが生まれています。振興組合会長の宮原茂氏は「商店主の心意気」を、東北新社見学 

では「声優の厳しさ」を、清掃ボランティアでは商店の人たちが「ありがとう」の優しい声を、ペット病 
（写真））改改装装中中のの““ははるるかかぜぜ書書店店””  院院長の長野秀一氏は「僕だって挫折！」を若者に語り、そして中小 

ううわわままちち病病院院入入りり口口      企業診断士の為崎緑氏は「販売士資格取得講座」を実施し５人の合 

                   格を後押ししてくれました。短いながらも豊かな実践の結果が就労

支援センター・はるかぜ書店に繋がります。第４期キックオフプロジ

ェクトにもぜひご参加下さい。 

                     本部とコーディネーﾄセンターは２階 
                    “子どもと親”、“家庭と学校”、“家族と社会”の狭間で、不登校や

ひきこもり現象が起こります。私達はその狭間に介在する『間』が必要と考えます。それがフリース

ペース「あばうと」、学習サポート「ネクスト」であると考えてきました。その場を子ども達の場所にし、

相談・本部事務機能をはるかぜ書店の２階へ移転します。同時に、コーディネートセンターを新たに

設け、相談だけでなく、子と親・家庭と学校・家族と社会の繋がりを考えます。   （滝田衛） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皐月・ 坂之上の ひ と り ご と  代 表： 小 柳 良 
アンガージュマン・よこすかも 3 年目に入り新しい展開を見せています。組織も少し変わりますがなんと言っ

ても本屋（はるかぜ書店）を開くという大胆な事をやることになりました。掛け声はかけたもののこの先どうな

るのやら不安で一杯ではあります。色々な本を置きたいのですが限りがあります。雑誌とアンガージュマン

の事業に関係ある本が主になります。故にアダルトとコミックは残念ながら無理です。が！それだけではお

もしろくありません。代表の我ままを押し通して私のコーナーを作り、今まで読んだ本や読みたい本を置かし

てもらうことになりました。文学、心理、映画、演劇、社会科学、自然科学からミステリー、絵本まで私の個

人的趣味を強要します。ブログや通信で本の紹介をしますので興味が湧いたらぜひお買い求め下さい。  

アンガージュマンの面々も私も今にも増して忙しい日々を送ることになりますが、好きな本を読む時間や、

季節を感じる気持ちの余裕は大切にしたいと思います。私達の余裕が坂の上に集う人にも伝われば何より

です。暦でいけばもう初夏です。緑がまぶしい一年で一番いい季節、筍と初鰹を肴に杯を傾けながら「お

勧めの一冊」を考える事にしましょう。 

 

 

◎ 最終案内 会員の更新をよろしくお願いします◎ 
利用方法が変わり、会員の特典（相談料・書籍購入等）もあります。会員の更新をお願いし

ます。不明な点は下記にご連絡下さい。更新及び入会の手続きは、次の通りです。 

１ アンガージュマン事務所にて受け付けます 月～金、１０時～２０時 

２ 銀行振り込みの場合   ・三浦藤沢信用金庫 上町支店 普 ０１４２１２２ 

                  ・湘南信用金庫    上町支店 普 ４０５０６９０ 

３ 郵便振替の場合      口座記号  ００２１０－４－１１２８２２ 

※振込みで名前が確認できない場合がありますので、ご一報（Tel･ﾒｰﾙ）下さい 

ネクスト利用で更新がお済みでない方は、４月授業料に合わせてお振込み下さい。 



就就労労支支援援セセンンタターー事事業業・・ははるるかかぜぜ書書店店のの開開店店 

地地域域でで子子どどももかかららおお年年寄寄りりままででにに愛愛さされれるる 
はるかぜ書店設立の意志（福祉関係書専門店）を受け継ぎながら、上町商盛会商店街振興 

組合と若者達をアンガージュマン・よこすかがコラボレイトする形で、新装はるかぜ書店が開店 

いたします。本法人の役割とこの地域のニーズに応える意味から、福祉・教育・子ども・家族・ 

地域・人生等のキーワードをコンセプトに、専門書に限定せずに子どもからお年寄りまでに愛さ 

れる書店として出発いたします。 

その根底には、若者や子ども達の就労やキャリア体験があり、 

地域の中で生きる若者や子どもへの支援があります。はるかぜ 

書店で働く、あるいはキャリア体験の場として展開しながら、商盛 

会との協働事業やボランティア体験そして商盛会店舗での就労 

が始まることを願っています。来る７月には昨年始まった商盛会 

の灯ろう夜市が、上町銀座商店街にも広がり、本法人が灯ろう 

作りを通して運営に参画することとなりました。 

開開店店５５月月１１１１日日((木木))､､セセレレモモニニーー１１３３日日((土土)) 

この連休中に新店舗に移転し、来る５月１１日(木)より開店いたします。ぜひ、会員の方は 

特典（５％引き）もありますので、お立ち寄りください。同時に就労支援センターも稼動し、キッ 

クオフプロジェクト講座も始まります。詳細は改めてご案内いたします。 

 そして、様々ご尽力いただきました、県市行政各部課、関係団体、地域関係者をお招きし、セ 

ンター発足と店舗開店を記念するセレモニーを行います。約４０人ほどをお招きしていますが、 

会員の皆様にも一緒に祝っていただければ幸いです。詳しくは下記の通りです。 

それでは、本事業を担うスタッフを紹介します。          

意欲に燃えるスタッフ紹介 
                         「地域の皆さんに愛されるお店にしたいです」とチーフ 

                        （就労支援センター・はるかぜ書店）の石原は抱負を語 

ります。さらに「若い人達がはるかぜ書店で学び働く事 

で、次へのステップにつなげてくれたら嬉しいです」と。                         

                         ではチーフのコメント付きでスタッフ紹介をしましょう。 

スタッフの K.T さんは「立ち寄りやすい本屋にしたいで 

す。でも、私の趣味は本よりも音楽を聴くことです（？）」 

                        K さんはお年寄りを大切にする親切な人ですネ 

                        R.I さんは「本屋の事はお任せ！下さい お待ちしてます」 

                        と。R さんは気の利く元気な働き者、石原タジタジです。 

H.K さんは「親子連れの皆様がゆったり本を見ることが出来て、くつろいで話をするような地域 

密着型の店舗を目指します」と。H さんはシャイながら笑顔の眩しい？人に好かれるタイプ。                

B.O さんは本屋さんが板についた仕事人！働きすぎぬよう。では最後は B さんにまとめても 

らいましょう。「子どもからお年寄りまで、多くの方が気軽に立ち寄って頂けるような暖かい雰囲気 

の本屋にしたいです。私は猫のように大人しく気まぐれ、亀のようにマイペースでのろま（？）。い 

つも笑顔で頑張りたいと思います。」と。スタッフに会いに、そして本を購入しに来て！ 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ダッドの会（ひきこもり父親の会） 
  今年も奥方様をねぎらう･･･ 

   ダッドの会で一年を通じて最も重要な集まりとして、今年も開催されました・・・その名も「DAD」食

事会！！日頃から大変お世話になっている奥方様のご苦労をねぎらうためにお父さんが料理をお

作り申し上げ、お召し上がりいただくという会です(だから最も重要な集まりなのです)。今回は保健

所の父親の会からも御三名の参加があり前回以上に盛況でした。メニューはたけのこご飯、焼き

餃子、ハンバーグ、焼き鳥などバラエティに富んだものでした。食通をうならすほどのものでしたよ、

いや・・・薀蓄だけでなく味もですって！次回もとても楽しみです♪   (あばうとスタッフ・島田徳隆) 

 

ひきこもり親の会ウィル･よこすか  

    四文字熟語に心を表しながら、今回も・・・ 

  暗中模索・試行錯誤・一進一退・一心同体 
遅くなりました。初めてメールで原稿をお送りします！ よろしくおねがいします。 

さわやかな春の日はどこへ行ったの？空模様が、目まぐるしく変わる日々が続いていますが、い 

かがお過ごしですか。４月の例会報告をします。参加者は１１名、アンガージュマンから小柳さん、 

吉本さん、滝田先生が加わりました。初めて参加された方が２人いらしたので、もう一度この会は、 

お互いに話しを①聞く(傾聴)  ②遮らない) ③口外しない 会であることを確かめ合いました。 

今月もまた時間オーバー、盛り沢山の話し合いとなりました。その中で、本人の事もさることなが 

ら、兄弟や家族のことで「右往左往」しているという話しが目立ちました。親として家族として、みん

なに力を愛を注ぎたい思いはあっても、その時必要な人に気持ちや時間を懸けてしまう。そこで

様々なトラブルが発生して来る。最善策を探して思い悩み、「自分のやり方で良かったのか」「どうし

たら良いのか」等々抱え切れない思いを投げ掛ける。みんなはそれを受け止めて話し合う。一つ一

つの事を確かめ合い認めあって行くことで、少しずつ気持ちが整理され自信が出て来てだんだん

元気になって来る。暗中模索・試行錯誤・一進一退ではあるけれど、一心同体、みんなで支え合っ

て「この道」を共に元気に歩んで生きたいと思う。又、お出かけ下さい。 

 ウイルも上町に来て３年目！今年度は、運営委員に河合さんが加わり５人で進めていきます。 

みんなで作りあげて行く会です。どしどしご意見をお願いします。又、５月から第一土曜日（１３時 

～１６時）にクロスが始まります。クロスとは、誰でも（大人）参加出来るフリースペースです。会員は 

無料、一般の方は一回３００円です。５月は６日です。ウイルは５月定例会 ５月１３日 場所は向か

い側・はるかぜ書店２階会議室  ６月定例会 ６月３日です。  (WiLL 代表・勝又美紀子)         

あばうと・ネクストも改装 
 従来の相談室が学習室に改装

されました。窓が出来、本は撤

去されます。あばうと利用の人

達が数人で集まってゲームをし

たり勉強したり。ネクストならば、

小集団の授 

業も実現しま 

す。活用を。 

（ﾈｸｽﾄ山川） 

 

連絡先が変わります   【特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか】 
    (部門)         (所在地)          (TEL)                （メール） 

【代表・事務局   うわまち病院入り口  046-801-7881】     engagement@jcom.home.ne.jp 
          スタッフ：小柳良・滝田衛・町田美奈恵 
【相談・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ            046-804-7882】 uwamachi-soudan@angelicsmile.com 

スタッフ：滝田衛・吉本照子 
【はるかぜ書店              046-804-7883】        harukaze@angelicsmile.com 

スタッフ：小柳良・石原直之・町田美奈恵 ※就労支援センター       

【ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽあばうと 現在の場所・向い側 046-801-7882】        about@angelicsmile.com 
スタッフ：島田徳隆・伊藤一機・上原えりか・（滝田衛） 

【学習ｻﾎﾟｰﾄネクスト           046-801-7882】           next@angelicsmile.com 
            スタッフ：山川幸子・伊藤一機・（滝田衛） 

今月この一冊 アンガージュマン・スタッフの勝手なおすすめ 
『返本のない月曜日』（井狩春雄）「はるかぜ書店もそんな日を夢に見て」 By ﾁｰﾌいしはら   

『居場所のちから』（西野博之氏著）「川崎のおにいさんパワー全開の作品」 By まもチャンず 

『SONIA 白くなった黒ラブ・ソニア』「人より犬が好き、愛犬家必読書」 By パグ・ママ 

 

 


