
 

 

 
 

特別編集号 
 

 今年も行ってきました、榛名へ！あばうとサマーキャンプ！！参加者は皆きっと、不安と期待で入り混じった複雑な気持ち

でこの日を迎えたことでしょう。８月２日(水)～４日(金)の二泊三日。知っている仲間も知らない仲間もスタッフも、全員が心待

ちにしていた（？）このとき！！！今年のキャンプの様子を特別編集でお楽しみください。 

８月２日 
 朝早く起きて(起こされて？)、夏休み中(いつも？？)は普段起きないよう
な早い時間に集合したにもかかわらず、かなりのハイテンション。中には普

段どおりのテンションの低さを保った子ども達も…。混雑した電車の中、長

時間にわたってよく頑張りました。途中乗り換えなどもあったにも関らず、

無事高崎駅に着いた頃は…お腹がペコペコ！腹が減ってはいくさは出来ね

ぇってことで、高崎市内の食堂を探すのですが！見当たらない！仕方なく榛

名の名も知らぬ定食屋に転がり込みました(総勢 22名)。いやぁ、そうめん
がウマいのなんの！うどんがおいしいことは聞いていたのですが、そうめん

もおいしかった。腹が減ってりゃ、何だっておいしいってのはおいといて「榛

名は麺類がウマい♪」という乱暴な結論に至りました。 
 

満腹になったら、仕事開始！まずは買出しに近くのスーパーへ。三日分の食材

を(山のように) 買い込み、榛名友の家へ・・・。到着したら仕事分担をします。三日

間の食事作りや部屋の清掃など、全てを自分たちでしないとなりません。移動の疲

れもピークに達したか！？・・・と思いきや、早速野球が始まりました。さっきの疲れ

た表情はどこへ行ったの？？？底なしのスタミナ・・・三日間が恐ろしい・・・。 

 遊ぶ人もいれば、疲れて昼寝している人もいる。そんな姿はいつもどおりのあばう

との様子と全く同じ。たーだーしー！！いつもと違うのは！夕食の支度をしないと

夕食が食べられないのです。そんなわけで(仕方なく) 、夕食の準備に取り掛かりま

した。キャンプの定番→カレー。食堂のような量のカレー・・・。 

  

食事が終わったら、本日のメインイベント｢第２回榛名山麓花火大会｣が盛大に開催されま

した。約３万発の日本最大規模(ということにしておく)の花火大会だったこともあり、参加者も

（だいたい）盛り上がりました。各地の花火大会と決定的に違う点は線香花火やねずみ花火

などかわいらしい花火が充実していること。打ち上げ花火でなくとも盛り上がることが出来るの

は全国津々浦々探しても本大会のみ！花火の煙は榛名の空を焦がすのであった・・・。 

花火大会が終わっても、榛名の夜は終わらない。

各部屋に分かれて話をしたり、あるいは居間で TV

を観たり(亀田の世界戦)、それぞれの過ごし方で楽

しむのです。電車内でも開催されたトランプ大会で

は普段顔を合わせない人たちの組み合わせでし

た。知らないゲームだと自然に教えあったり、苦手な

ゲームではお互いを気遣ったりと、これまた普段見

られない交流があったりして・・・。 

「いつもは接してない子たちとのトランプでした

が、案外楽しめました。最高！！」とは A さんの談。 

榛名のとある定食屋の風景 

カレー屋 Haruna 仕込み中 

トランプマン参上！ 

第２回榛名山麓花火大

会 



８月３日 
 榛名の朝は早く、とても清々しいものでした(滝田談)。

前日に続き、本日も早起きというのは・・・かなり辛いもの

のようで・・・。かなりテンションが低かったのは気のせ

い！？そんな辛さを乗り越えて(泣)、朝食を作らないと

ならないのです。頭に血液が流れるまではしばらくかか

るスタッフたちもいたとかいないとか・・・。 

 日中はグループに分かれて思い思いの場所へ GO!!

榛名湖畔で乗馬を楽しんだり、サイクリングをしたり、榛

名富士をロープウェイで登頂したり。頂上から｢頭文字

D｣に出てくる峠道を入念にチェックしたとかしないとか。

そんな班もありました。高崎市内へ行ったグループは市

内観光＆カラオケを楽しんだグループと昨年に引き続

き「山田かまち水彩デッサン美術館」を見学したグル

ープ。軽井沢でプチセレブな気分に浸ったグループな

ど。｢サイクリングは楽しかったわ～いわ～い｣とＢ君。 

 戻ったら早速庭でサッカー！！君たちのいったいどこ

にこのエネルギーが隠されているのか！？！？ 

 夜はバーベキューをしながらキャンプゥッ・・・ファァァイアァァッッッ！！！即興フォークデュオの弾き語りあり、グダグダコン

ビのシュールなネタ、とその後はみんな静かに火を囲んでいました。燃え盛る炎を見つめると何故か心が落ち着くのです。 

 その後は・・・恒例になった日本四大奇祭の一つ、榛名水かけ祭が荘厳に執り行われました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        ８月４日 
いよいよ最終日。二日間の疲れもなんのその・・・というわけでもなく？さすがに疲れて朝から寝ぼけ眼の面々。しかし、今

日は横須賀に戻る日。朝食を摂ったらすぐ掃除をしなければなりません。自分たちの使った部屋だけでなく、友の家の全体

を、そして庭など周辺も。天気がよかったので汗だくになりフラフラになりながらも、綺麗にすべく皆が一丸となって取り組みま

した。朝食を食べたばかりのためか、疲れ過ぎたせいか、掃除が終わった後のスイカもあまり減らず・・・。甘くて美味しかった

んだけどなぁ。 

 
 

帰路は伊香保を巡って高崎へ。途中、水沢うどんが昼食。食べ物の話ばかり(特に麺類) になりますが、うどんが美味しか

った！！ツルツルシコシコの麺は空腹にはするっと入っていきます。特に朝食もままならなかった人たちにとっては格別だっ

たことでしょう！！！マイタケの天ぷらがこれまた・・・！！！！ 

高崎からは新幹線を使ってしまえば横須賀までは二時間ほど。みんなといれば、二時間などあっという間。 

 

 

あなたの心には何が残りましたか？                                  ｢バーベキューがウマかった｣ 

｢ゴーカート最高！！｣ 

｢サイクリング楽しかった｣ 

「おこられっぱなし♪」 

｢覚えてないほどの○×△｣ 

 

(文責：島田徳隆) 

 

アンガ姫のおな～り～ 軽井沢で発見された生

練習を見守るコーチた 焼きマシュマロを楽しむ夕

榛名水かけ祭の充実感 

親
子
デ
ュ
オ
？ 

燃
え
た
ぎ
る
熱
き
思
い 



06 年９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・・相相談談ｺｺｰーﾃﾃﾞ゙ｨｨﾈﾈｰーﾄﾄ・・学学習習ササポポ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  フフリリーーススペペーースス  22  33  

        Pm1：00 ※※        ※※  

        映画館へ PPmm11：：００００   

      行こう ククロロスス   

    学習サポート 学習サポート  

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  フフリリーーススペペーースス  99  1100  
Am10:30PC 講座 Am 花壇整備 Am10：30  Pm1：30 社社会会見見学学 フフリリフフリリフフリリママ  ※※  
Pm1:30 Pm1：30 秋の料理！！ カラオケ Pm12：30 ((別別紙紙参参照照))   
ギター講座 PC 講座 みんなで昼食 T   猿島歴史ﾂｱｰ PPmm11：：００００   

  わがまま Time     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 学習サポート  

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  1177  
Am10:30PC 講座 Am 花壇整備 Am10：30 Pm1：30  フフリリーーススペペーースス  ※※  ※※  

Pm1：30 Pm1：30 PC講座 アクセサリ講座  販販売売実実践践講講座座  Women’s day PPmm11：：００００    

 ギター講座 Pm3:00 みんなで昼食 T 開開講講！！！！    未未来来    

 ｷｯｸｵﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ わがまま Time         

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  

1188  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 フフリリーーススペペーースス  2233  2244  

※※ 社社会会見見学学 みんなで昼食 T Am10：30 Pm1：30 ※※  ＰＰｍｍ３３：：００００  

 Pm12：30 国立 Pm14：30 オートバイ講座  ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ   ＤＤａａｄｄ  

 国際医療ｾﾝﾀｰ 乗馬講座  (中学生向け)   （（ダダッッドド））  

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     

2255 フフリリーーススペペーースス  2266  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 フフリリーーススペペーースス  3300  1100 月月 11 日日  
Am10:30PC 講座 Am 花壇整備 Am10：30  Pm1：30 Pm2：00 AAmm1100::0000    
Pm1:30 Pm1：30 お菓子作り♪ 販販売売実実践践講講座座  お茶会 利利用用者者親親のの会会  ※※  
ギター講座 PC 講座 みんなで昼食 T   Pm3:00 ﾋﾞｼﾞﾈｽ PPmm55::0000    
  わがまま Time   ｾﾝﾀｰ講座 夜夜食食会会★★    
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 月月 22 日日 1100 月月 33 日日 1100 月月 44 日日 1100 月月 55 日日 1100 月月 66 日日 1100 月月 77 日日 1100 月月 88 日日 
Am10:30PC 講座 Am 花壇整備 Am10：30 Pm1：30 Pm1：30 ※※      ※※  
Pm1:30 Pm1:30 料理作り アクセサリ基礎 卓球，ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ PPmm11：：００００  報報告告会会((別別紙紙))  
ギター講座 PC 講座 みんなで昼食 T    ククロロスス  PM1 時「はるか 

  わがまま Time      ぜ書店の全て」 

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 県ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ 

☆☆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,,00５５00 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))・・乗乗馬馬講講座座((11,,00５５00 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利利用用者者((ﾌﾌﾘﾘｰーｽｽﾍﾍﾟ゚ｰーｽｽ・・キキッッククオオフフ))無無料料でですす。。利利用用者者以以外外はは有有料料･･２２００００円円でですす。。  

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。。「「みみんんななでで昼昼食食 TTiimmee」」～～「「わわががまままま TTiimmee」」へへごご参参加加をを。。  

△ｷｯｸｵﾌ講座は月１回のミーティング、そして新たな「販売実践」「ビジネスｾﾝﾀｰ講座」  

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 ９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.３１ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
   

フフフリリリーーースススペペペーーーススス・・・あああばばばうううととと   そそそれれれぞぞぞれれれににに・・・・・・・・・      

自自自分分分らららしししさささををを発発発見見見しししよよよううう   
長く暑い夏が去っていきました。八月の榛名山キャンプも奇想天外！七転八倒？ 弾ける人あ 

り、自分を見つめる人もいて、それぞれに確かな３日間を過ごしました。詳細は３～４ページをド

ウゾ！ 季節は秋、フリースペースあばうとも、リニューアルして一層充実したスペースを提供で

きるように、スタッフはあれもこれも？ 試行錯誤しています。そこで、皆さんにご案内です。  

「わわわがががまままままま」ででで行行行こここううう   DDDooo   mmmyyy   bbbeeesssttt            乗馬講座   

まず第一に、やりたいことを「やりたい！」って言う場を作ります。 

そんなこと言えないよ・・・、と悩んでしまわないよう、スタッフが間に 

入ります。第二に、分かりやすい時間と場所の使い方を用意します。 

「人と話したくない」「仲良く遊びたい」等など、色々な人が利用できる 

ように、時間と場を提供します。午前中から午後まで使えるように。 

では、具体的に示します。秋も深まります、どうぞ充実した日々を。 

●毎週水曜日 11 時～13 時「みんなで昼食Time」(ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ利用者無料、その他は 200 円) 

13 時～14 時「わがままTime」（自分のやりたいことを出し合う時間）」 

●毎日のタイムテーブル お互いを大切に、みんなが様々な活動ができるように・・・ (滝田衛)  

 

 

 

       （注）午前中は学習ｽﾍﾟｰｽは自由に使えます。自分の時間はスタッフも相談に乗ります。 

      午前中の「学習･自分の時間」に講座・体験学習が入ることもあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長月・坂之上のひとりごと 代表：小柳良 
夏休みは輝く光とともに去り、又けだるい日常が始まりました。今年の夏は梅雨が長びき、残暑は厳し 

いとのこと。皆さんも夏バテには充分お気をつけ下さい。アンガージュマンの夏にはネクストやキャンプに 

たくさんの子どもが集まりました。キャンプでは榛名の空に皆の大声が響き、夏期講習では真剣な眼差し 

と集中力が暑さを吹き飛ばしました。スタッフは子供に引っぱられながら大忙し。その中で町田さんがキャ 

ンプ初参加でした。キャンプファイアーで伊勢正三を歌い、山で昭和を想いました。 

最近、昭和をふと思い出します。映画では「三丁目の夕日」や「カーテンコール」が、音楽では６０年代 

～70 年代のポップスが客を集めています。ビートルズの来日 40 年も私達を楽しくさせました。貧しいなが 

らも豊かな日々でした。はるかぜ書店の小柳棚にも昭和の本があります。ビートたけし著「たけしくん、 

ハイ！」です。言うまでもなくあの北野武の子ども時代の話です。昭和３０年代の下町の話雑さと少々乱 

暴だけど愛情深い親子の風景が郷愁を誘います。私たちの世代の原風景はここにあると思わせます。今 

月お勧めの一冊です。さて冷たいビールでビートルズでも聴きますか。 

10     11     12     13     14     15    16 時 

         ﾗﾝﾁﾀｲﾑ                ﾌﾘｰ 学習・自分の時間 講座・体験学習 



就就労労支支援援セセンンタターー事事業業((ｷｷｷｯｯｯｸｸｸｵｵｵﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚ﾛﾛﾛｼｼｼﾞ゙゙ｪｪｪｸｸｸﾄﾄﾄ)))  

何何何とととかかか？？？   健健健闘闘闘中中中・・・・・・・・・はははるるるかかかぜぜぜ書書書店店店   
            はるかぜ書店、順調とはいえませんが健闘しています。石原チーフス 

タッフと４人の若者たちは、誠実かつクールな熱意を持って書店経営に 

取り組んでいます。４人の若者は３ヶ月の研修期間を終えてはるかぜ書 

店での就労を実現しました。経営が充実している訳ではありませんので、 

待遇はアルバイトです。でも、笑顔でさわやかに働いています。 
ラッピング講座      スタッフミーティングを月２回自発的に開き、お店の経営、接客の工夫、 

本の棚ぞろえからポップまで、そして勤務体制等を協議しています。開店から４ヶ月を過ぎ、お店も 

商盛会の風景に馴染んできました。小学生が店内のテーブルに腰を下ろして漫画を読んでいたり、 

ご高齢の女性がスタッフと和やかに話していたり、何とも穏やかな風景が広がっています。 

会員の皆さん。一度はるかぜ書店店内に足をお運び下さい。心のこもった笑顔でお迎えします。 

はははるるるかかかぜぜぜ書書書店店店でででののの研研研修修修もももスススタタターーートトト！！！  

 アンガージュマンの就労支援事業、キックオフプロジェクトの後半戦が始まります。ひきこもりの 

若い人たちが「働かなければならない」のではなく、「働きたい」に変化するには時間が必要です。 

一人ひとりには必要な時間があります。スタッフが勝手に時間を短縮したり奪ったりはできません。 

一人ひとりが自分で決めていきます、自分自身の課題と向き合いながら。 

例えば、自分の精神的な障害と伴走している人、昼夜逆転と向き合っている人、人間不信に陥 

っている人、自尊感の欠如に苛まれている人、そして自分が他人にどう思われているか悩んでいる 

人。１０人が１０通りの道を歩みます、実に個性的な仲間です。ぜひ 9 月からの講座を上手に使って 

いただき、自分自身との出会いをしてください。ご一緒に。では、ｷｯｸｵﾌﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ講座の紹介です。 

      キックオフﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ講座 あれこれ ●印 実費徴収あり 
  講座名  (講師名 敬称略)        講  座  内  容     

ｷｯｸｵﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(スタッフ)････････････月に 1 回はキックオフのメンバーが集まり交流します。 

●販売実践講座(為崎緑) ････････････書店での在庫管理、接客、ポップ作り等経営を学びます。 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ講座(荒川峰彦) ･････大学のビジネス講義を PC 活用の E ラーニングで学びます。 

ラッピング講座(高橋千晶) ･････････書籍のラッピング(包装)を基本に様々なラッピングを学びます。 

PC 講座(大塚博武)･････････････････PC の基本から始めてワード・エクセルの習得まで学びます。 

アクセサリ講座(中村敬久) ･･･････流行のﾋﾞｰｽﾞや原石をヘアゴムやストラップに自在に作ります。 

ギター講座(原正年) ･･･････････････クラシックからポピュラーまで、個別指導で楽しみます。 

オートバイ講座(森昭) ･･････････････お隣の森モータースのご主人がバイクを生き返らせます。 

花壇整備(スタッフ)･････････････････・中央公園花壇を市より借りています、花壇に花を咲かせましょう。 

●料理･お菓子作り(三浦恵子) ･･･参加者の興味や関心を生かして料理・お菓子作りをします。 

●乗馬講座(長野秀一)･････････････獣医さんが須軽谷の乗馬クラブで手ほどきしてくれます。 

●卓球，ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ(スタッフ)･････････不入斗アリーナの体育館で汗を流しましょう。 

みんなで昼食 T(三浦恵子) ･･･････週に一度は料理をつくってみんなで食べましょう。           

お茶会(スタッフ)･･････････････････････午後の一時、お茶を飲みながらゆったりした時間を。 

●カラオケ(スタッフ)･････････････････人気講座？！ 昼下がりのカラオケ店で思いっきり熱唱です。 

●社会見学(スタッフ)････････････････月に 2 回は外へ出掛けて、仕事や人と出会いましょう。 

ボランティア(スタッフ)･･･････････････はるかぜ書店や孫の手事業、上町商盛会で商業体験します。 

●ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(スタッフ) ････人とのかかわりと交わりを楽しく学びます。※10 月スタート。 

    ※※ｷｷｯｯｸｸｵｵﾌﾌﾌﾌﾟ゚ﾛﾛｼｼﾞ゙ｪｪｸｸﾄﾄ参参加加はは２２万万 11 千千円円（（月月額額））随随時時ｶｶｳｳﾝﾝﾝﾝｾｾﾘﾘﾝﾝｸｸﾞ゙可可、、ﾌﾌﾘﾘｰーｽｽﾍﾍﾟ゚ｰーｽｽ利利用用者者もも受受講講可可能能  

=お茶とお菓子でお待ちしてます= 
ひきこもり親の会ウィル･よこすか代表：勝又美紀子 

夜になると虫の声が聞こえるようになりました。皆様は暑い夏をどのようにお過ごしでしたか。今  

     年の夏は照ったり降ったり暑かったり涼しかったりと、動きの激しい天候だったような気がします。 

家の中はどうだったでしょうか。ウイルの８月定例会は１２日（土）にありました。ごめんなさい！ア 

ンガージュマンの通信ではその日が「夏休み」になっていました。その前の通信でお知らせしてあ 

ったので大丈夫かなと思っていたのですが、出席者は４人でした。連絡が行き届かなくて大変申し 

訳ありませんでした。これから気をつけて行きたいと思います。                     

①出来る限り毎月第２土曜日に開く   ②必ず「通信」に正しい情報を載せる 

③やむを得ず変更の場合は必ず事前に「通信」や定例会でお知らせする 

④代表の連絡先を知らせる等していきます。残念だったと思われた方ごめんなさい 

９月は９日美味しい？ お茶とお菓子でお待ちしてます。はるかぜ書店２階でお会いしましょう！ 

《報告》 イベントあれこれ アンガージュマンが行く 
  ◎不登校･ひきこもりを考える  神奈川県民間教育研究集会(三浦市マホロバ)８/19 
     ５年目になるんでしょうか？ この分科会を引き受けて。今回は高校生２人の不登校経験と、は 

       るかぜ書店スタッフにひきこもり経験を話してもらいました。集まった１７人の教師や親は大きくう 

なずいていました。理解という言葉より、心の叫びに共感できるかが問われた気がします。  

   ◎ヨコハマカーニバル協賛バザー 猛暑のヨコハマにドドン！と出店 ８/19～20 
    人・ヒト・ひとの波・・・ 横浜 VIVRE21 前の広場でのフリーマーケット 

アクセサリー講座(講師の中村さんも登場)で作ったアクセサリーを販 

売しました。売れ行きよりも暑さへの忍耐力に賞賛を。小学６年１人、 

中学３年２人、大人も６人参加しました。横須賀市制１００周年の宣伝 

(うちわ配布)も熱心に！    

◎フリフリフリマ 県内のＮＰＯ等一同に揃って 場所：青少年サポートプラザ(横浜) 

   9月9日(土)11時～15時 2 回目になります。今年のアンガージュマンは「はるかぜ書店」 

「ペーパークラフト」「トウモロコシ焼き」で参加します。アクセサリーも売ります。スタッフはもちろん、 

利用者も参加して楽しんでください。親御さんたちの参加もお待ちしています。別紙を参照下さい。    

◎はるかぜ書店の全て就労ネットワークフォーラム  場所：青少年サポートプラザ(横浜) 

10月8日(日) 県の助成金を受けて就労支援センター事業「はるかぜ書店」の展開です。立ち 

上げから 6 ヶ月に向け事業内容の報告会を開催します。はるかぜ書店スタッフの報告と、小田原 

CLCA の和田重宏氏の講演、団体紹介の会となります。ぜひ聞いてください！別紙を参照下さい。   

   ～～訪訪問問記記～～ ＮＰＯ法人フリースペースたまりば (滝田衛) 
      こんな素敵なフリースペースが、川崎にありました？ 西野博之氏とは６年以上の交友を持たせ 

     て頂いておりますが、初めてたまりばへ足を運びました。西野さんにも驚かれました。(ｽｲﾏｾﾝ!) 

                        門は木で、塀はコンクリート、全体に灰色(コンクリ)と茶色(木・地面) 

                       それと上空の青空、周囲の山の緑が似合うフリースペースでした。 

庭で泥んこ遊び、見晴台に上る子ども、自転車で暴走する子、隠れ

家を作る子、ピザの匂い、ロックバンドの快音が。部屋の中では自由

にｹﾞｰﾑやジャンベに興じる姿が。午前中でしたので、以上は想像です

が、これ以上の光景だそうです。ここは楽校、未来の学校の姿です。 

   学習サポート・ネクスト通信 8 月、夏期講習に１０人、そして４８名が個別 

学習しました。様々な学び方を求める子ども達に応えるため、講師との出会いを大 

切にして学習を実現しました。秋への力発揮に期待します。(山川幸子)  夏期講習風景     




