
06 年 7･8(上旬)月アンガージュマン日程 
利利用用はは会会員員ととななりり、、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))・・学学習習ササポポーートト・・ｺｺｰーﾃﾃﾞ゙ｨｨﾈﾈｰーﾄﾄ等等をを選選択択下下ささいい。。 

※※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    ※※  22  

※※  ※※  ※※  ※※  ※※  PPmm11：：００００        ※※  
          ククロロスス    

３３フフリリーーススペペーースス  ４４フフリリーーススペペーースス  ５５フフリリーーススペペーースス  ６６フフリリーーススペペーースス  ７７フフリリーーススペペーースス  88  99  

Am10:30PC 講座 Am～灯篭組立 Am～Pm Am～Pm Am10：30 ※※    

Pm：1：30 Pm：1：30 花壇整備 花壇整備 オートバイ講座 PPmm11：：００００        ※※  
 ギター講座 PC 講座 ＆灯篭組立 ＆灯篭組立 Pm 灯篭組立 ウウィィルル    

学習サポート 学習サポート    学習サポート 学習サポート 学習サポート     

1100 フフリリーーススペペーースス  1111 フフリリーーススペペーースス  1122 フフリリーーススペペーースス  1133 フフリリーーススペペーースス  1144 フフリリーーススペペーースス  1155  1166  
Am10:30PC 講座 Am～灯篭組立 社社会会見見学学  Am～Pm Am～Pm 灯灯篭篭夜夜市市      
Pm：1：30 Pm：1：30 印刷会社見学!! 花壇整備 灯篭夜市に PPmm11：：００００  ※※    
 ギター講座 PC 講座 (ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞ印刷) ＆灯篭組立 向けて前夜祭! 未未来来        

学習サポート    学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート   

1177  1188 フフリリーーススペペーースス  1199 フフリリーーススペペーースス  2200 フフリリーーススペペーースス  2211 フフリリーーススペペーースス  2222  2233  

AAmm１１００：：００００  Am 花壇整備 Pm16：00 Am10：30 社社会会見見学学  AAmm1100::0000      

進進路路  Pm：1：30 乗馬特別講座 アクセサリ講座 Pm12：30 利利用用者者親親のの会会  ＰＰｍｍ３３：：００００  

相相談談会会    PC 講座     猿島歴史ﾂｱｰ PPmm::55::0000 夜夜食食会会  ＤＤａａｄｄ  
学習サポート  学習サポート   学習サポート 学習サポート 学習サポート     

2244 フフリリーーススペペーースス  2255  2266 フフリリーーススペペーースス  2277 フフリリーーススペペーースス  2288 フフリリーーススペペーースス  2299  3300  
Am10:30PC 講座 フフリリーーススペペーースス  Am10：30 Pm1：30 Pm2：00     ネネククスストト  
Pm:1:30 Women’s day プールへ行こう カラオケ ラッピング講座       ※※  キキャャンンププ  
ギター講座           ((榛榛名名山山))  
学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート 学習サポート     

3311  88 月月 11 日日  88 月月 22 日日  88 月月 33 日日  88 月月 44 日日  88 月月 55 日日  88 月月 66 日日  

ネネククスストト  ネネククスストト  ああばばううとと  ああばばううとと  ああばばううとと  ※※      

キキャャンンププ  キキャャンンププ  キキャャンンププ  キキャャンンププ  キキャャンンププ  PPmm11：：００００  ※※  

((榛榛名名山山))  ((榛榛名名山山))  ((榛榛名名山山))  ((榛榛名名山山))  ((榛榛名名山山))  ククロロスス    

        学習サポート 学習サポート 学習サポート   

※※アアンンガガーージジュュママンン夏夏季季休休業業  88 月月 77 日日((月月))～～1111 日日((金金))  ここのの期期間間はは閉閉室室ととななりりまますす。。 

  ８８月月１１４４日日((月月))以以降降はは、、通通常常通通りりフフリリーーススペペーースス・・ああばばううとと、、学学習習ササポポーートト・・ネネククスストトはは利利用用ででききまま  

      すす。。ななおお、、２２１１日日((月月))かからら１１週週間間ははネネククスストトのの夏夏期期講講習習でですす。。中中学学２２・・３３年年生生対対象象でですす。。  

☆☆各各種種講講座座はは通通室室者者・・ｷｷｯｯｸｸｵｵﾌﾌ講講座座利利用用者者はは無無料料でですす。。講講座座ののみみのの利利用用はは有有料料((11,,000000 円円))でですす。。      

カカララオオケケ((約約 550000 円円))・・料料理理ケケーーキキ((約約 330000 円円))・・乗乗馬馬特特別別講講座座((11,,000000 円円))はは実実費費個個人人負負担担でですす。。  
□□毎毎週週水水曜曜日日のの昼昼食食はは実実費費((220000 円円))でで会会食食ででききまますす。。ﾎﾎﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾃﾃｨｨｱｱのの三三浦浦ささんんににごご協協力力頂頂いいてていいまますす。。  

△利用者保護者会 7月は22日(土)10時からです。６月は８人の親御さんに集まっていただ 

        き、子どもさんたちの様子や親御さん自身の悩みを語り合いました。肩の 

        力を抜いて、お気軽に語りあいましょう。何かが見えてくるかもしれませ。 

        この日もお父さんの参加がありました。はるかぜ書店の２階会議室です。 

連絡先 代表：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 ７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.２９ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
安安安心心心しししててて、、、働働働きききだだだしししままましししたたた   

４月から３ヶ月が過ぎました。はるかぜ書店も開店後２ヶ月近くになります。「明るい店内、応対の 

良い店員さんがいて」とのお褒めの言葉も頂いて、順調です？ “フリースペース・あばうと“は相変 

わらず三々五々・・・。講座やイベントも人と人との出会いが今一つ噛み合わず充実感は今一つ？ 

「スタッフは良いのに！」（影の声）とも。午後から夜は、多くの子ども達が利用して熱気あふれる学

習サポート・ネクストになります。４０人を超える小・中・高校生他が利用しています。 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄｾﾝﾀｰ  生きる価値へ向けたカウンセリング 

3 ヶ月で 50 人を超える相談を受けました。全体的にはオーバーエ 

イジの相談が多いのですが、不登校の中学生の相談や様々な発 

達障害の相談も含まれます。先日、他の地域の青少年に係わる活 

動をされている方の紹介で、２０代の方がお母親様と来られました。 

様々な家庭環境と学校環境を経て、働き出したがなかなか定着 

した働き方にならないので、親子揃って悩んでいたようです。働けな 

い自分がおかしい！ 病気？ そんな心配をされていました。細かく聞いてみると、実に健気に努力 

され、生活も切り詰めながら自活している素敵な方でした。親が理解している子どもの状況と違って 

いました。どうしても心配で不安な気持ちで子どもを見てしまう、そんな当たり前の親の希望がそこ

にはありました。当然ですが親の希望と子どもの夢はすれ違い、齟齬を生みます。 

 ここはコーディネートセンターです。親の義務や子どもの責任を問うところではありません。誰でも 

自らを肯定し、生きる価値を見出すことが必要ですし、そのためのカウンセリングなのです。 

つい最近、この青年に係わる方から「ありがとうございました。親も子どももお互いを受け止め、

子どもは安心して働き始めました」とのお礼の電話を頂きました。カウンセリングが単なる安心では

なく、具体的な解決に繋がるコーディネーターとして機能することを願っています。（滝田衛） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

文月・坂之上のひとりごと 代表：小柳良 

 梅雨真っ盛りでじめじめした日が続いています。はるかぜにはスタッフが活けた紫陽花がしっとり咲

いています。アンガージュマンは総会を無事終え夏に向かってキャンプや夏期講習の準備にはいりま

した。7 月 15 日には上町の灯ろう夜市です。私たちはトウモロコシやイカを焼いてテキヤをやります。

皆さんも浴衣姿でご参加ください。はるかぜの小柳棚も少しづつですが石原君が整えてくれていま

す。先日山際淳司著の「スローカーブを、もう一球」が入りました。彼は横高出身のスポーツライターで

す。徹底的な取材と独自の視点で数多くの作品を残しました。中でもデビュー作の「江夏の２１球」は

秀逸です。冷静な分析と分かりやすい文章はあたかも目の前で展開されているようで興奮します。人

間を描いてスポーツのすばらしさを教えてくれました。惜しくも‘９５年４６歳の若さでがんで急逝しまし

たが、私と殆ど同年代であり、もっと書いてほしかった作家のひとりです。作品の題名がいいのです。

例えば「そして今夜もエースが笑う」「夏の終わりにオフサイド」「彼らの夏、僕らの声」「ウィニングボー

ルを君に」等等。題名を見るだけで読みたくなります。彼も確かタイガースファンでした。冥福を祈って

ナイターを見ながら枝豆で生ビール。合掌！ 



ここのの夏夏！！  どどうう過過ごごししまますすかか？？？？     
  季節は確実に巡ってきます。今年も半年が過ぎようとしています。子どもや若者の“フリース

ペース・あばうと”と“学習サポート・ネクスト”では、次のような夏の計画を立てています。宜しか

ったら、別紙の案内をご覧になり夏の計画の一つに組み込んでみませんか？  

 

 

                                       

 

 

 

 

  

               

  講講座座ののごご案案内内《《ああばばううととよよりり》》 (島田徳隆) 

W 杯で寝不足な今日この頃。いつも以上に眠い！！さてさて、たまには宣伝もお許しくださいませ。 

今年度より講座がパワーアップします。今までどおりの誰でも参加自由な型を取っていますが、さら 

に就労に向けての意味合いが濃くなってきています。全ての講 

座に専門家の講師をお招きしており、趣味の域から専門的な技 

術習得まで幅広く対応していただいています。苦手とかチョット… 

とか敬遠する前にチラッと覗くくらいの軽い気持ちでご参加くださ 

い。いや、本当にチラッと覗く程度で構わないのです。 

PC 講座：新しく講師にお招きした大塚さんがエクセル VBA 入門編を教えてくださいます。もちろん、 

もっと初歩的な学習にも対応いたします。月曜日の午前中はあばうとにほんわかムードが漂います。 

ギター講座：あばうとのゆったりとした昼下がりに流れるギターの音色。もはや言うまでもなく、定番 

の講座になりました。自分のギターを担いでくるのを見ると｢かっこいいなぁ｣と思います。 

ラッピング講座：新しく講師にお招きした高橋さんがラッピング(商品の包装) を教えてくださいます。 

｢はるかぜ書店｣での実務に関わることでもありますが、将来的に就労を考えている人にもサービス 

業等で必要な技術を学ぶことが出来ます。身近に利用するならば、クリスマスや記念日等、大切な 

人へのプレゼントなどで役立つことになるでしょう。 

アクセサリ講座：東京のアクセサリー会社タンテ社長の中村さんにアクセサリーの作り方を教わり 

ます。単にアクセサリーを自由に制作するだけでなく、継続的に受講するとアクセサリー制作技術 

の向上が望めます。また、技術を習得した上での話ですが、会社への就労などについてもご考慮 

いただいています。多くの方のご参加をお待ちしています。 

オートバイ講座：アンガージュマン隣の森モータースさんのご協力に 

より、バイクの解体、整備、塗装、正しい乗り方などを教わります。バ 

イクに乗る上での日常的に必要な知識を得ることを主な目的として 

います。とても分かりやすく丁寧にご指導いただいています。 

乗馬特別講座：ながのペット病院長の長野さんと乗馬クラブのグリー 

ンフィールドさんのご協力により、馬とのふれあいや運動のために乗馬の技術を教えてくださいます。 

ただ馬に乗るだけではなく(乗るだけでも大変なのですが･･･) 、馬に乗る前と後のブラッシングも怠る 

ことはできません。乗馬に加えて、長野さんの熱血トークと池田さんのクールビューティを体験できる 

のはアンガージュマンだけ！今後も新たな講座がドシドシ加わる予定です。ご期待くださいね！ 

                                        ひきこもり親の会ウィル･よこすか 

   親の思いのフィルターを通して･･･ 
小雨に濡れた紫陽花の花を見ていると、なにやらほっと心が和むきょうこの頃です。お変わり 

      ありませんか？ ウイル６月定例会報告です。アンガージュマンの総会が６月１０日に開かれた 

ため、第一土曜日になりました。そのためかいつもより出席者が少ないように思えました。が、本 

当に久しぶりに参加された方が、お子さんが随分元気になられた様子を話され、嬉しい限りでし 

た。今月もそれぞれの家庭の抱えている様々な話がでましたが、どうしてこれほどまでに親と子 

の気持ちは擦れ違ってしまうのでしょう！子供の言動に振り回されてしまう私たち。滝田さんは、 

「一つ一つの言動に対峙しすぎないこと。大人の琴線に触れる事を言うのは、本音ではあるが親 

が憎くて言っているのではないのではないか。大人の方が考え過ぎている。もっと「ありのまま」 

の子供の姿を見るー何が問題なのかをーといいのだが。」と話された。そう、余裕がないのです 

ね。日常の生活に追われて、その時々の対応に四苦八苦しているのです。子供たちは、そんな 

親の姿を見てどんな思いでいるのでしょう。親の思いのフィルターを通して子供を見てしまいがち 

ですが、何の為にそういう言動をしているのか、落ち着いて考えてみることが大切ですね。一人 

で抱え切れなくなりそうだったら、いえ、一人で抱えていないで助けをもとめましょう！７月のウイ 

ルは８日、８月は１２日です。どうぞお出かけ下さい。変更のお知らせです。 

１『電話番号』 ０４６ー８０１ー７８８１になりま 

した。 アンガージュマンが窓口です。「ウイ 

ルへの用件です」とお伝え下さい。 

２ 『定例会の場所』今までの施設と道路を 

はさんで向い側「はるかぜ書店」の２階で 

す。本屋の中を通り抜けて、階段を上が 

って下さい。「ウイルの定例会に来ました」 

と一声かけて下さい。 

３ 『交流広場＝クロス  開設』月一回 原則として第一土曜日に開いています。大人のフ 

リースペースになればと考えています。７月は１日、８月は５日です。自分の時間作り 

に是非どーぞ。                          (WiLL 代表、勝又美紀子)  

        ～はるかぜ書店だより～ 迅速対応で 
地域に親しまれる書店に向け、店長と４人の仲間が積極的に展開しています,はるかぜ書店。 

現在のところ契約者１３４名 お届けする事業所やご家庭が約１００軒です。５人のチームワーク 

があってこそです。それでは、店長の石原さんにインタビューをしてみました。この間、新聞社や 

週刊誌・業界紙のインタビューを受け、取材慣れしていますが事務局長のインタビューには閉 

口？の様子でしが･･･。 

滝田「開店して良かったことは何ですか？」  

石原「お客様が喜んでくれたこと。お店が自宅近くへ来て便利。広くなってきれい！等、暖か

なお言葉を頂いています。 その結果、確実にお客様が増えています。」 

滝田「開店して苦労していることは？」  

石原「店売りと配達の両立が苦労ですが、仲間の気さくさに救われています」  

滝田「どんなサービスを心がけていますか？」 

石原「品揃えは大型店舗にかないませんが、丁寧な対応でお取り寄せなど、可能な限り迅 

速な対応を心がけます。これからもよろしくお願いいたします。」 

イチオシ情報  ７月１５日の夜６時半から９時まで商店街で灯ろう夜市を行います。今年は 

はるかぜ書店が灯ろうに張る絵の受付けにもなりました。当日は、はるかぜ書店の前のｽﾍﾟｰ

ｽでｲｶやﾄｳﾓﾛｺｼを焼いて売ります。もちろん本も売っています。ぜひ遊びにきて下さい。        

進路相談会 

７ 月 １ ７ 日

〔月〕 
○午前 10 時～12 時

○場所：ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ 

○内容：高校・大学 

   仕事等 

 ※個別相談あり 

あばうとキャ

ンプ 

８月２日(水) 

   ～４日

(金) 
○群馬県榛名山 

○自然体験・観光 

ネクストキャンプ 

 ７月３０日(日) 

～ ８ 月 １ 日

（火） 
○場所：群馬県榛名山 

ネクスト講習 

８月２１日(月) 

～２６日（土） 
○対象：中学２･３年 

灯ろう夜市 

７月１５日（土） 
○午後６時半点灯 

○上町商店街 

○ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝの出店 

ｲｶ焼き・焼きﾄｳﾓﾛｺｼ 

 

 


