
06 年１２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    ※※  33  

                Pm1:30 Pm1:00 神奈川県模試  

                映画館へ行こう クロス･ウィル   
        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 Pm1:30 Am10:30 ああばばううとと……工工房房  Am～Pm Pm1:30     

Pm1:30 PC 基礎講座 料料理理、、わわががまままま TT    花壇整備 FFoorruumm 三三浦浦半半島島        ※※  

ギター講座 
ピアカウンセリ

ング 
Pm1:00     現現代代のの若若者者像像      

    キックオフ Pm7:30SSTA Pm1:30SSTY 県県立立大大学学講講堂堂      

    ミーティング "心配です" "スキ!キライ!” ※※本本文文参参照照    

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 フフリリーーススペペーースス  1166  1177  

終日 Am 花壇整備 Am10:30 ああばばううとと……工工房房  Pm1:00 ※※      

山形物産市 Pm2:00 料料理理、、わわががまままま TT    販販売売実実践践講講座座  Pm1:00       ※※  

ははるるかかぜぜ書書店店前前  
ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 

講座 
Pm1:30   店舗コンセプト 未来     

Am10:30PC 講座   乗馬講座   Pm1:30SSTY Ｐｍ6:00     

Pm1:30 ｷﾞﾀｰ講座       “えらいね…!” Ｄａｄ     

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 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 フフリリーーススペペーースス  2233  2244  
Am10:30PC 講座 Am10:30 Am10:30 Pm3:00 全員参加！！           ※※  
Pm1:00 アクセサリ講座  料料理理、、わわががまままま TT  高高校校演演劇劇  アアンンガガーー年年末末        ※※  冬冬期期講講習習  
★クリスマス★ Pm1:30 Pm2:00 鑑鑑賞賞ツツアアーー  クリーン大作戦     開開催催！！！！  

 ギター発表会 
ピアカウンセリン

グ 
ラッピング講座 Pm7:30SSTA       2244～～2288  

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  2288  2299  3300  3311  
Am10:30PC 講座     冬期休業 
              ※※  

冬冬期期講講習習  冬冬期期講講習習  冬冬期期講講習習  冬冬期期講講習習  1 月 3 日までお休みします。よいお年を 

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。。夜夜食食会会にに変変わわるる企企画画でですす。。「「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((1122 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.３４ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
   

藤藤藤沢沢沢市市市保保保健健健所所所主主主催催催講講講演演演会会会｢｢｢ささささささえええるるる･･･生生生きききるるる・・・見見見まままもももるるる｣｣｣   

親親親ののの楽楽楽しししむむむ姿姿姿にににホホホッッッとととしししててて   
１１月２３日(祝) アンガージュマン(滝田)は、はるかぜ書店スタ 

ッフ大西弥音さん、ウィル・よこすか勝又美紀子さんの３人で、藤 

沢市保健所講演会の講師を務めてきました。ひきこもりの当事 

者と親御さんへの理解と支援をテーマに「ささえる・生きる・見まも 

る」と題して、横須賀からの発信をしてきました。藤沢市は、今年 

度から市独自で保健所を立ち上げ、ひきこもり支援を重要課題と 

して取り組み、今回の講演会となったそうです。担当の石塚さん、 

保健所および県の方々、お疲れ様でした。有難うございました。 

 最初に NPO 法人アンガージュマン・よこすか設立過程の紹介と現在の活動の様子、またひきこ 

もりの当事者や親御さんへの理解のあり方(支援者と言うより伴走者であるスタイル)を滝田が紹 

介しました。続いて、大西さんの個人史の一端を滝田とのセッションで語ってもらいました。「９年 

間ほど家に居続けた様子」「アンガージュマンからはるかぜ書店スタッフとなる経過」「働くことの 

緊張と喜び」等について、誠実かつ明快に語ってくれました。最後に勝又さんが「御自身の息子さ 

んとの関わりからウィルの成立過程を」「自助グループの意味と役割を」「最近の定例会での親相 

互の交流の一端を」、持ち前の笑顔で優しく紹介してくれました。会場７０名余りの当事者の親御 

さん達には、その都度大きく頷きながら穏やかに共感して頂きました。最後は会場からの質問を 

受け、「家に居る時は親に申し訳ない気持ちで一杯、親が外で楽しんでくれるとホッとしていまし 

た」と大西さんが、「今日の話を子どもさんにどう伝えるかは子どもさんの気持ちになって丁寧に」 

と勝又さんがそれぞれ答えてくれました。２時間がアッという間に過ぎてしまい、心地よい疲労の 

一時でした。ひきこもりの支援ネットワークの広がりを再確認できる会でした。 (滝田) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

師走・坂之上のひとりごと 代表：小柳良 
又年末がやってきます。年末というと映画の寅さんを思い出します。学生の頃から大晦日は友人と浅草で

寅さんを見るのが恒例でした。紅白が始まる頃、雷門で待ち合わせをします。当時日本の家族は、炬燵に

入り紅白歌合戦を観るのが大晦日の正しい過ごし方でした。浅草は閑散としていて映画館もガラガラ。映画

を観終わり外に出ると歩くことがままならないほどの人でした。酒を飲み、そばを食べて友人の家に行き又

飲むのです。日本映画は東映のやくざ映画の全盛で高倉健・藤純子・鶴田浩二の悲愴感に満ちた様式美

が若者の圧倒的な支持を受けていました。「男はつらいよ」はそのパロディーにしか見られなかったのです

が回を追うごとに田舎の風景や、柴又の正月が心に残るようになりました。寅さんを観て観客が笑っていると

「笑うな！寅さんは真面目なんだ！」と怒鳴った客がいたというエピソードは有名です。たくさんの女優が出

演しましたが、大原麗子の「寅さん、泣いていい？」という台詞がたまりませんでした。寅さんと一緒に私も年

をとり、心の中の風景と共に映画も４８作で消えました。今年の大晦日は「男はつらいよ」と年越し蕎麦で（酒

は当然）なつかしいお正月を迎えましょうか。 

 

 



氷氷氷雨雨雨にににめめめげげげずずず、、、若若若者者者３３３人人人ががが奮奮奮闘闘闘！！！！！！   
 11 月から山形県新規就農者ネットワークからこだわりの農産物や農産物を使

用した加工品など新鮮かつこだわりの商品を仕入れて山形物産市を開催しまし

た。それぞれの商品が減農薬、有機栽培や手作りなどこだわりの農法で作られた 

ものばかりです。10月に上町商盛会の秋の大収穫祭と同時に行われた山形物産 

市でとても評判がよく、再び買いに来て下さるお客様も多かったのです。農法の

みならず味にも自信を持ってオススメすることが出来ます。売り手としても誇り 

をもって臨むことができました。特に納豆や豆腐の人気が多く、並べた途端に 

完売、というのは大げさかもしれませんが、よく売れました。 

 キックオフプロジェクトの一環として始めたため、商品の取り扱いにも慣れ 

ず、接客や金銭の受け渡しなど課題も多くありますが、参加者の一人ひとりが 

積極的に携わったことはお客様にとっても好印象を与えたことと思います。 

 次回の山形物産市は 12月 11日(月)に行います。会員の方々にも是非ご来店 

いただきたいと考えています。ちなみに今回はウィルのお母様方にも多く買って 

いただき、好評を得たのではないか、とスタッフ一同自負しております、なんて♪ 

 正正正月月月飾飾飾りりりののの用用用意意意はははおおお考考考えええでででしししょょょうううかかか？？？～～キキッッククオオフフププロロジジェェククトト～～ 
 いよいよ暦は師走。年末に向けてアンガージュマンも大忙しです。なぜかって･･･昨年から 

正月飾りの販売を行っているのです。キキキッッックククオオオフフフプププロロロジジジェェェクククトトト参参参加加加者者者大大大募募募集集集だだだぁぁぁ！！！！！！   

        アクセサリー会社タンテへ！！  社会見学（11/28） 

       五反田にあるアクセサリー製造会社タンテへ行きました。アクセサリー講座で 

         毎月講師をお願いしている中村さんが社長を務める会社です。アクセサリーのデ 

         ザインや製造のことだけでなく、業界の話やビジネスについてとても分かりやすく 

ご説明いただきました。トレンドがものすごい速さで移り行く業界の厳しさと、その中で売れる商品を産 

み出す苦しみなど教えて下さいました。愛情溢れる中村さんのアクセサリ講座は 12 月 19 日です(島田) 

子どもたちに学ぶ楽しさと積極的な応援を！ 
第２回ネクスト講師・スタッフ研修会  講師 小林正稔助教授(県立保健福祉大学) 

事前に小林先生に伺いたいこと等をアンケートや自己紹介でお伝えし、それに即してお話を進めてい 

ただきました。その一部を紹介いたします。 

『教育の原点は学習であり、心理学上では学習とは生きる力をつける 

ことである。生きるためには人とのかかわりの中で相互依頼と相互信頼 

が出来ることが大切である。そして、お互いに助け合い、お互いに認め合 

えることを円滑に進められるようにするには、コミュニケーション能力を高 

めることが必要である。 

教えるという行為は子どもの才能を見出し、高めてあげること。才能 

は皆、平等に持って生まれてきているもので、鍛えれば発達するものでもなく、ハンディキャップのある 

なしにもかかわらない。その才能を発揮するための力と、発揮できる環境があったかどうかで決まる。 

ハンディを持っている子やアンダーアチーバーの子は独特な思考をすることができる。その子の持って 

いる能力をどれだけ上乗せしてあげることができるかが大事だ。 

教育に携わる者は、そのスペシャリストである。ここの学習サポートは１対１の個別学習をしているの 

で、その子のペースをつかみ、その子の目標を少しずつ高め、伸ばしてあげること。講師・スタッフは、子 

どもたちに、学ぶ楽しさとやりたいことを積極的に応援してあげて下さい。』 (ネクストチーフ 山川幸子) 

おつかれさま！又来週お会いしましょう 
     自分を責めないで！きっといい日が来るから 

だんだん風が身に凍みる頃になりました。お変わりありませんか？１１月定例会の報告です。

今月は１２人の参加でした。アンガージュマンから代表の小柳さんが出席下さいました。今月も

出席者一人一人の思いを語り合いました。それぞれの人の様々な思いが出され、笑いあり涙あ

り温かい思いやりに溢れた会でした。終わった後の或る人々の会話から。  

「今日もいろいろな話しが出たわね」「同じ様な状況でも、やはり人それぞれね」「最近は、新しく

参加された方に対して、同じ様な状況にある方が自分の思いを語って、それが自然なアドバイス

になっているわ」「そうね。でも４年目の私にもとても参考になったわ。うちの場合、なかなか会話

が成り立たないの。今日の話しの中で『“どうにかしたい”を親が前面に出すと、会話が成り立た

ない』というのがあったでしょう。私は意識していなかったけれど、気持ちが現れていたのかもし

れないと反省したわ」「『何気ない言葉の積み重ねが会話を引き出す』というのもあったわ。『お

はよう』『いってきます』『ありがとう』から始まって新聞やテレビの話題などを、気軽に話し掛ける

ようにするといいのね。返事を期待しないで」「他に、毎日責められてとても参っている人の話し

もあったわ」「代表の小柳さんが『絶望の度合いが強い程理不尽な言葉を子供は発する』と言っ

ていたわ。こちらが責められているのではなく、辛い気持ちの表れだったのか、と納得出来たな」

「親の会に出ると、きっといい日がくるから自分を責めないで、と言い聞かせながら帰ることがで

きるわ」「私達ばかりでなく子供達もそうだといいわね」「今日はお疲れ様でした。また来月お会い

しましょう」  

※１２月の定例会は２日（土）に変更になりました。９日はフォーラム三浦半島に参加（希望者） 

ひきこもり親の会ウィル･よこすか代表（勝又） 

～～～今 月 のお知 ら せ～～～  
（１）今どきの若者像 アンガージュマンの豊岡さんがパネラーで参加します 

○江川紹子さんの講演とパネルディスカッション 

日  時    １２月９日(土) １２時開場  ※ブースで各団体紹介 

時  間    午後１３時３０分～午後１６時 

場  所    神奈川県立保健福祉大学 講堂 

参  加    用紙がありますので、ファクスで申し込んでください 

（２）クリスマス☆ギター発表会 ギター講座の成果を 

日  時    １２月１８日(月)  

         場  所    アンガージュマン・よこすか 

         内  容    ギター講座で極めた技を一同に披露します  

（３）冬期講習  ネクスト利用の中学３年生、高校受験に向けて 

日  時    １２月２４日(日)～２８日(木)、１月４日(木)～６日(土) 午後日程 

         場  所    アンガージュマン・よこすか 

         内  容    ５教科の入試対策 

         模  試    １月７日(日) ５教科 午後     ※別紙参照下さい 

SST(ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)順調に展開･･･中? 
   若者及び親を対象とする SST の２講座は順調にそれぞれ４回終了しました。2 回は「あなた 

は誰ですか？」「私は私です」と自分を知ることから始まりました。３～４回目の若者講座は「ス 

キ！キライ！」「えらいね！」と自分の気持ちを、親の講座は「心配です」「困ってます」との今 

置かれている気持ちを、それぞれロールプレイの手法で語り合いました。みなさん、実に上手 

で、講師の滝田がタジタジの状態でした。いよいよ、最終２回が１２月に行われます。テーマは 

お楽しみに？！ 宜しかったら途中からでも OK です。ご参加下さい。 

 


