
06 年１１月アンガージュマン予定 
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 フフリリーーススペペーースス  33  44    ※※  55  

        Am10:30 ああばばううとと……工工房房    PPmm11::0000      

        料料理理、、わわががまままま TT    ※※  ククロロスス  ※※  
    学習サポート 学習サポート   学習サポート   

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 フフリリーーススペペーースス  1100 フフリリーーススペペーースス  1111  1122  
Am10:30PC 講座 Pm1:30 Am10:30 ああばばううとと……工工房房  社社会会見見学学  ※※      

Pm1:30 販販売売実実践践講講座座  料料理理、、わわががまままま TT   Pm1:30 山山形形物物産産市市        ※※  
ギター講座 逸逸品品をを考考ええるる    ((ｷｷｯｯｸｸｵｵﾌﾌ MM))   ソレイユの丘 （（ははるるかかぜぜ書書店店前前))      
  Pm1:30 ﾋﾟｱ C Pm5:00 Pm7:30SSTA Pm1:30SSTY PPmm11::0000    

  “後ろの正面!” 学校見学(市総合) "心配です" "スキ!キライ!” 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   

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 フフリリーーススペペーースス  1166 フフリリーーススペペーースス  1177 フフリリーーススペペーースス  1188  1199  
Am10:30PC 講座 Am 花壇整備 Am10:30 Pm2:00 PPmm11::0000～～33::0000  ※※      
Pm1:30 Pm3:30 料料理理、、わわががまままま TT  ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ Women’s day PPmm11::0000        ※※  
ギター講座 ラッピング講座 Pm1:30 Pm7:30SSTA Pm1:30SSTY 未未来来      

  Pm5:00 公務員講 乗馬講座 “困ってます” “えらいね…!”         

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   

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 フフリリーーススペペーースス  2255  ※※  2266  
77：：0000 未未来来ﾊﾊﾞ゙ｽｽ旅旅行行  Am 花壇整備 Am10:30     Pm1:00 AAmm1100::0000      
Am10:30PC 講座 Pm1:30 アクセサリ講座      ※※ 販販売売実実践践講講座座  利利用用者者親親のの会会  ＰＰｍｍ３３::００００  

Pm1:30 PC 基礎，ﾋﾟｱ C 料料理理、、わわががまままま TT          店舗を研究する PPmm55::0000  ＤＤａａｄｄ  

 ギター講座 “誰かさんと…”       ★★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   

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 フフリリーーススペペーースス  1122 月月 11 日日  1122 月月 22 日日  1122 月月 33 日日  
Am10:30PC 講座 社社会会見見学学  Am10:30 ああばばううとと……工工房房  Pm1:30         
Pm1:30 Pm12:00ｱｸｾｻﾘ 料料理理、、わわががまままま TT    映画館へ行こう ※※      
 ギター講座 -会社(タンテ) Pm2:00       PPmm11::0000  ※※  
  Pm4:00 公務員講 ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ     ククロロスス      
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   

  

☆☆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。。  

△△  ｷｷｯｯｸｸｵｵﾌﾌ講講座座はは月月１１回回ののミミーーテティィンンググ((1111 月月 88 日日))、、そそししてて「「販販売売実実践践講講座座」」「「ビビジジネネススセセンンタターー講講座座」」もも  

順順調調にに動動きき出出ししままししたた。。公公務務員員講講座座もも月月 22 回回開開催催中中でですす。。  

○○新新たたににススタターートト  ﾋﾋﾟ゚ｱｱｶｶｳｳﾝﾝｾｾﾘﾘﾝﾝｸｸﾞ゙：：１１００代代～～２２５５歳歳ままでで、、ＳＳＳＳＴＴＹＹ((ｿｿｰーｼｼｬｬﾙﾙｽｽｷｷﾙﾙﾄﾄﾚﾚｰーﾆﾆﾝﾝｸｸﾞ゙・・ﾕﾕｰーｽｽ対対象象))：：２２００代代以以  

上上、、ＳＳＳＳＴＴＡＡ((アアダダルルトト対対象象))：：保保護護者者のの方方々々。。  １１回回参参加加ででもも面面白白くくＯＯＫＫ、、自自分分ののﾒﾒﾝﾝﾀﾀﾙﾙなな力力をを育育ててまますす。。  

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/ 
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   ＮＰＯ法人通信 No.３３ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
   

就就就労労労支支支援援援ネネネッッットトトワワワーーークククフフフォォォーーーラララムムム   iiinnn   YYYoookkkooohhhaaammmaaa   

はははるるるかかかぜぜぜ書書書店店店ののの全全全ててて   
１０月８日（日） アンガージュマンは就労支援と「はるかぜ書店」

を語るため、横浜へ進出を実現しました。快晴に恵まれた３連休

の中日、青少年サポートプラザに約６０人が集まって頂き、第１回

ネットワークフォーラムを開催しました。第１部は、上町商盛会の

宮原茂さんに理事長の立場から、はるかぜ書店や若者たちを語

っていただき、石原・大西・石井さん３人がはるかぜ書店を代表し 

立ち上げから今日までを赤裸々に語り、中小企業診断士の為崎緑氏に 

も加わって頂きました。第２部は和田重宏さんに「社会参加」をキーワー 

ドに講演していただきました。そして第３部はネットワークするＮＰＯ法人 

等（子どもと生活文化協会、リロード、たまりば、Ｋ２ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ）４団体と 

県青少年課及び商工労働部３課の事業紹介をしていただきました。 

  商店街でおやじ達と人生のきっかけを！(宮原茂理事長) 

 『ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝは商店街を選んで来てくれた。若者達は清掃やお買い物代行、商店街のイベント 

（灯ろう夜市等）を元気にやっています。ところが、ある日突然本屋をやると言ってきた。本屋はき 

ついんじゃないの？と思っていたが、商店主が持っていない販売士資格を 5 人の若者が取得し 

て、注文販売と横須賀市内無料配達で一所懸命商売をやっている。せっかく商店街に居を構え 

たのだから商売を始めるのもいいが、上町商店街を通じてうるさいお節介な商店主達の意気を 

感じて、こういう生き方があると言う人生のきっかけを掴んでくれたらと思います。』と宮原氏。は 

るかぜスタッフも自分と書店を報告し宮原氏とジョイントし、会場との意見交換をしました。(滝田) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

神無月・坂之上のひとりごと 代表：小柳良 
日本シリーズも終わり、冬が近づいてきました。最近商店街で朝･昼･夕方に放送と共に音楽をかけ

ています。私たちが好きに選曲していますが結構楽しい仕事です。皆さん色々なジャンルの曲をお聞

きでしょうが、はるかぜ代表棚には「モーツァルト」小林秀雄著「グレングールド論」宮下淳一著の２冊

の音楽についての本が並んでいます。小林秀雄は評論を芸術作品として書いた人で文学・音楽・絵

画・骨董・歴史と範囲は多岐にわたっています。この作品は怪物モーツァルトの作品の特異性と真実

を浮き彫りにした秀作です。彼の文章は受験にも頻出します。グレングールドはカナダのピアニストで

奇人で天才でした。ある時期からコンサートは一切行わず録音のみの演奏になりました。一回性より

優れた演奏の永遠性を重んじてのことです。バッハを愛しモーツァルトの装飾性を極端に嫌いました。

彼の８１年録音の「ゴルトベルク変奏曲」は秀逸です。興味のある方は是非読んで下さい。秋の夜長、

読書と音楽とアルコールで至福の時間をなどとコマーシャル（ネスカフェ）のフレーズみたいですね。 



和和田田重重宏宏氏氏のの講講演演((ははるるかかぜぜ書書店店のの全全てて))かからら（要約）  

今今今、、、未未未来来来ががが開開開けけけててていいいくくく状状状況況況ををを作作作りりり出出出すすす   
ＣＬＣＡは一部分をやらず全部をやるのが特徴。不登校・ひきこもりも出来るだけ関わりのある人 

が皆で取り組む、ですから就労だけを目的にひきこもりに取り組むのではない。生活をテーマに取り 

組んでいるが、今繋がりが薄れている社会、繋がりがなくても生きていける社会である。２０世紀は 

科学技術の時代、あらゆるものが細分化された。医療も専門で細分化され、その結果体全体が分 

断された。雑木林を頂いて間伐材でログハウスを作るが、建築業者が専門を分断し利益を独占 

していたことが分かった。実際は 4 割の経費、ローンを組まずに出来る、大人の自立が可能。地域 

環境を生かしたトータルな生活作りに取り組んでいるが、ことごとく繋がりが切れている社会を便利 

快適と錯覚している。携帯電話も家族の繋がりが希薄になる典型でもある。バラバラ食から勝手食 

いに、家族が加速度をましてバラバラになっている。一人ひとりの生命エネルギーが落ちている。子 

ども達は生き物との繋がりも切れている。子ども達は好きなことだけをし、しなければならない生活 

体験をしていない。ひきこもりの若者達の背景に便利快適な社会が作られ、子ども達の世界はバー 

チャルな物が席巻している。ゲームだけではなく受験５教科の勉強が典型。生活の実体験とのバラ 

ンスが大切。はるかぜ書店やお好み焼き(Ｋ２ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ)のようなお客様との実体験をすることが 

大切。一方、青年達に特徴的なのは考えすぎと頑固、正にバーチャルな世界。「考えすぎないでバ 

カになります」と言うが、実は元気な人たちは考えない人たちなのです。また若者は眠りのリズムが 

崩れている。今の時代は生きることが困難な時代、社会が変化していく時代に、大人特に父親は古 

い考えでいる。子ども達は親に話さない、親を警戒して話さない。しゃべらない子どもの心を知って 

欲しい。若者達は今の環境に適応していくためにエネルギーを落としてひきこもっている。そんなフリ 

をする必要はない。社会参加、ありとあらゆるものとの繋がりを回復して元気になれる社会を。 

一一一人人人ひひひとととりりりののの声声声ににに耳耳耳ををを傾傾傾けけけててて   アンガージュマン保護者会 10／21   

･寝ていることが多いです。「謝るか怒るか        ･アンガージュマンの女子がうるさいと、学校 

の極端な表現しかできない」と自分から          に戻り合唱コンクール。歌わないがクラスに 

語り、バランスが悪く苦しそうです。             入り練習に参加。母として反省する点も。 

・この１年が勝負と、初月給で母親に指輪        ・再検査で、薬を減らし少し楽になる。パジャマ 

を買う約束を覚えている（涙）と。母親が引        着替え、母親への感謝を口にする。家の経 

き出し衝突。あわてるのは良くないと反省。        済状態が心配と医者に相談している。 

小中学生も若者達もガッツ！ 秋の大収穫祭 上町商店街 10／23～25   

 毎年恒例の上町商盛会商店街の秋のイベント、秋の大収穫祭、が行われました。あばうとでは主に 

ガラポンのお手伝いをしました。初めての方々は中々慣れなかったことと思い 

ますが、よく頑張っていました！お客様がひっきりなしだったので、声を枯らし 

立ちっぱなしで終わった頃にはフラフラだったかも。また来年もよろしく！！ 

 今回は同時に山形物産市も開催いたしました。ひょんなことで出会いがあり 

上町に呼ぶことになりました。これがまた、大好評！！初日から完売して商品 

が足りなくなり、急遽送ってもらうことに。11 月からは定期的に行うことが決ま 

りました。新しい上町のイベントに！！こだわり農法の野菜、米だけでなく旬 

のものを各種取り揃えます。ぜひプラリとお出でくださいな♪次回は 11 日！ 

進路情報説明会 10／28 県市がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ未来を継承して  

好天に恵まれて不登校及び高校中退者の説明会が開催されました。ボ 

         ランティアグループ未来が 8年間開催してきた経緯を受けて、県市教育 

     委員会が主催して今年は実施されました。多くの子どもと親が参加して 

         くれました。相談を 5件受け、早速ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝに相談に来て頂きました。 

ひきこもり親の会ウィル･よこすか 

見守っていきましょ！ いつか自分らしく 
爽やかな秋晴れが続く気持ちの良い季節になりました。朝晩の気温の急な変化に皆様風邪な 

どひかれていませんか？10 月 14 日の定例会報告です。10 人の女性参加の中、アンガージュマ 

ンから小柳さんが黒一点で加わって下さいました。例会に来た方に情報を提供して、少しでも重 

い荷物を降ろしてその風をご家庭に運んで頂けたらの思いで活動している WiLL です。例会では 

どうしても女性の視点、母の視点で話が進んでしまいがち。別の角度からの男性の意見はとて 

もありがたいです。お喋りは女性ならではのストレス発散法、立派なセルフヘルプ能力には違い 

ないのですが、時として拙い役員だけでは収集がつかなくなってしまいます。そんな中でも何か 

を感じてリフレッシュして下されば良いのですが… 

この日も子の健康を思う母ならばこその心配話に花が咲きました。「EQ-心の知能指数」をご 

存じですか？EQ とは自分の感情を把握する能力、他人の気持ちを理解する能力の指標で人間 

関係を築く為の力を表すものだそうです。著者のダニエル.ゴールマン氏によると EQ は共感力、 

自己認識力、粘り強さ、楽観性、熱意、衝動のコントロール力といった要素からなるそうです。 

何だか子育てや対人関係にも生かせそうなヒントがある様な気がします。ある意味これからの 

時代には IQ(知能指数)の高さより必要な要素かもしれませんね。 

子を想いながら毎日悪戦苦闘している一生懸命な母の姿に心を打たれた一日でした。子ども 

達が腐らずに、いつか自分らしく輝ける日を願いながら、これからも見守っていきしょう！ 

(WiLL 運営委員三澤)  

ライブ at アンガージュマン 夜食会 10／28 

  今月の夜食会はアコースティックバンド「More Shy Unit」のみなさんの 

 演奏をききながら,はるかぜスタッフが作った料理を食べた豪華版でした。 

 テーブルには吉本さんの手作りキャンドルが灯され、素敵な夜食会に 

 なりました。来月は豆乳鍋を囲む予定です。お気軽にご参加ください。 

各 種 ご 案 内 コ ー ナ ー 
（１）学習サポート･ﾈｸｽﾄ、コーディネートセンター企画 

○高校進学など、進路個別相談会 

期  間    １１月６日(月)～１０日(金)、１３日(月)～１７日(金) 

時  間    午後５時～午後８時 

場  所    アンガージュマン・よこすか(上町 2-4 うわまち病院入り口) 相談室 

形  式    個別相談 １時間程度 

内  容    高校選択、先生（学校）との面談の進め方、学習及び学力向上方法、 

         受験の準備（学校の役割、本人の役割:PR 書） 等の各種相談 

費  用    ５，２５０円   ※上記内容を進路決定までサポートします 

（２）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ・未来企画(代表：富田美知子) 

○不登校の親の体験談 

日  時    １１月１８日(土)１０時～１２時    ※無料 

         場  所    アンガージュマン・よこすか 

         内  容    不登校の親の進路体験談  ※進路選択の手続き等の情報提供   

（３）未来･ウィル主催  連絡先 ０４６－８０１－７８８１（三浦） 
○日帰り旅行｢紅葉と養老渓谷とトマト狩り｣    １１月２０日(月) 

費用：５，８００円   ○会員･非会員問いません  ○担当：三浦(未来)、勝又(ウィル)   

行程：横須賀→アクアライン(海ほたる)→トマト狩り→おさかな村(買い物・落花生のつか 

 み取り)→御宿海岸ニューハワイ(ﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞ･入浴)→紅葉の養老渓谷ﾊｲｸ→横須賀 


