
2007 年１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 元元旦旦  22  33  44  55  66  77  

冬期休業 ←←※※フフリリーーススペペーーススははおお休休みみ→→    

      ※※  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 学習サポート 学習サポート 学習サポート   

88 成成人人のの日日  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 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  1144  
  Pm2:00 Am10:30 終終日日  Pm2:00       ※※      

※※  ｷｷｯｯｸｸｵｵﾌﾌﾐﾐｰーﾃﾃｨｨﾝﾝｸｸﾞ゙  料料理理、、わわががまままま TT  山山形形物物産産市市  ｷｷｯｯｸｸｵｵﾌﾌﾐﾐｰーﾃﾃｨｨﾝﾝｸｸﾞ゙  PPmm11::0000      
  Pm4:00 Pm1:30 ((ははるるかかぜぜ書書店店前前))    ウウィィルル        ※※  
  販販売売実実践践講講座座  DVD 鑑賞             

  店舗コンセプト             

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 学習サポート   

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 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  2211  
Am10:30PC 講座 Am 花壇整備 Am10:30 ああばばううとと……工工房房  Pm1:30 ※※      
Pm1:30 Pm1:30 料料理理、、わわががまままま TT  冬のネックレス 新新年年ﾎﾎﾞ゙ｳｳﾘﾘﾝﾝｸｸﾞ゙大大会会  PPmm11::0000      

ギギタターー講講座座  PC 基礎 Pm2:00   Pm3:00 未未来来        ※※  
    ララッッピピンンググ講講座座    公公務務員員講講座座          

    (風呂敷包み)             

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   

2222 フフリリーーススペペーースス  2233 フフリリーーススペペーースス  2244 フフリリーーススペペーースス  2255 フフリリーーススペペーースス  2266 フフリリーーススペペーースス  2277  2288  
Am10:30PC 講座 Am 花壇整備 Am10:30 ああばばううとと……工工房房  Am10:30           ※※  
Pm1:30 Pm1:30PC 基礎 料料理理、、わわががまままま TT  冬のﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ 新新年年ﾊﾊﾞ゙ｯｯﾃﾃｨｨﾝﾝｸｸﾞ゙大大会会        ※※  PPmm33::0000  
ギギタターー講講座座  Pm3:00SSSSTT Pm1:30   Pm2:00     DDAADD  
  "社会とつながる” 乗乗馬馬講講座座    販販売売実実践践講講座座          
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   

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  3311 フフリリーーススペペーースス  22 月月 11 日日  22 月月 22 日日  22 月月 33 日日  22 月月 44 日日  
Am10:30PC 講座 Am 花壇整備 Am10:30 Pm1:00 Pm1:00 卓球・     
Pm1:30 Pm1:30PC 基礎 料料理理、、わわががまままま TT  映画館へ行こう ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ       ※※        ※※  

ギギタターー講講座座  Pm3:00SSSSTT Pm3:00             
  "社会とつながる” 公公務務員員講講座座              
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 22 回回ののミミーーテティィンンググ、、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  ＳＳＳＳＴＴ((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ググ))対対象象はは全全年年齢齢でですす。。保保護護者者のの方方々々ももごご参参加加  

下下ささいい。。  １１回回参参加加ででもも面面白白くく行行ええまますす。。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.３５ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
   

猪猪猪突突突猛猛猛進進進？？？   新新新たたたななな歳歳歳ににに思思思ううう･････････   
再再再考考考   ﾌﾌﾌﾘﾘﾘｰーーｽｽｽﾍﾍﾍﾟ゚゚ｰーーｽｽｽ･･･学学学習習習サササポポポーーートトト･･･就就就労労労支支支援援援･･･カカカウウウンンンセセセリリリンンングググ   

新しい年を迎え、アンガージュマンも4年目に入ります。昨年を振り返り、改めて利用する若

者を再認識する日々であったことから書き始めたいと思います。言葉の刺激を受けやすい若者、

自分の性格を問い直す子ども、親との確執に悩む青年、人間関係を築けないと嘆く女性、一人ひ

とりがそれぞれ人生の課題を背負ってアンガージュマンへやってきます。しかし、そこから少し

ずつの変化が現れます。フリースペースで雑談を始める子ども、学習サポートで自分の学力と向

かい合う青年、山形物産市やはるかぜ書店で接客を通して人間関係を工夫する若者、カウンセリ

ングや SSTで自分を語りだす青年に出会います。誰にでも自分の人生がありますが、しかし自分

の人生を疑ってしまったが故に、迷いが生まれ解決する時間が必要だったのです。 

      そそそのののままままままののの子子子どどどもももををを信信信頼頼頼しししててて  

  親とのカウンセリングを通して必ず問われることは「何時になった
ら外に出るのでしょうか？」です。明日、一ヵ月後には、との切実な

思いです。でも、親自身の問題ではないのですから、あくまでも希 

望的な観測です。図面を描いても叶うものでは？ そうなんです、こ 

れは子ども自身の問題なのです。子どもが動き出すことなのです。動 

き出すということは自発的な行為であり、子どもの意思が必要なので 

す。私たち大人も子どもから成長したように、立ち止まり迷っている子どもも必ず大人になって 

いきます。生き迷っている子どもたちの前に立ちはだかり猪突猛進するのではなく、子どもを信 

頼し後ろから歩いて行きませんか。穏やかに伴走しましょう！今年も宜しくお願いします(滝田) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂之上のひとりごと    睦月      代表：小柳良 
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
今年の正月は何をして過ごそうかと思っています。先日ＤＡＤのお父さんとジャズを聴きながら（勿論レコードで

す）旨い酒を飲みました。ＭＪＱやコルトレーンを聞いて学生時代、新宿の「木馬」や「ビレッジ・バンガード」

で難しい顔をしてジャズを聴いていたのを思い出しました。ビレッジ・バンガードには僕が行く少し前、北野武や

永山則夫がバイトで、中上健次・村上春樹などが客で来ていました。永山則夫が殺人罪で捕まった時、武はすぐあ

いつだと分かったと言っています。彼の話は７０年に新藤兼人が映画化（裸の１９歳）していますし、彼自身「無

知の涙」の中で自分を語っています。中上健次は羽田でバイトをし、村上春樹は目白の寮に住み（ノルウェイの森

に書いてあったように思います）飲んだくれていたようです。彼はその後、西武新宿線の都立家政という駅の近く

の３畳間に住むのですが、僕も手前の沼袋の３畳に住んでいました。ちなみに、はるかぜ書店の小柳棚には彼が書

いた「ポートレート・イン・ジャズ」があります。中上健次は「破壊せよ、とアイラーは言った」というエッセー

集がとてもいいです。「アイラー」とはテナーサックスの巨人、アルバート・アイラーのことでフリージャズ全盛

の６０年代中盤に現れて７０年にはイースト・リバーに浮かんでいたという伝説のジャズマンです。ビレッジ・バ

ンガードの本家はニューヨークのイースト・ビレッジ（「グリニッジ・ビレッジの青春」という映画の舞台もここ

でした）にあり、コルトレーンがこのライブハウスで演奏した「朝日のようにさわやかに」や「My Favorite 

Things」（サウンド・オブ・ミュージックの中の名曲）は感動的で、ソプラノ・サックスが心に沁みます。案の定、

新年は何処にも行かず、妻に炬燵ブタと揶揄されながら、ジャズを聴いて酒三昧で決まりのようです。 

 

【冬期講習の子ども】 

 



第一期ソーシャルスキルトレーニング(SST)の実際から 

言 葉 に も 豊 か さ が あ る（A・H） 
二ヶ月6回に渡ったSST、盛況のうちに終了しました。お互いの約束は、「お互いを認め合い 

理解しましょう。批評も非難も互いにしません。」「素直な自分と出会いましょう。自分を作ら 

ず飾らず互いにオープンに｡」「互いの関係はこの時間･空間だけ､守秘義務が互いにあります｡」 

でした。若者たちは①「あなたは誰ですか？」②「私は私です」③「スキ！キライ！」④「え 

らいね・・・！」⑤「なぜですか！」⑥「そうです、そうなんです」の6回。大人は①②回は同 

じで、③「心配です」④「困ってます」⑤「お願いします」⑥「うれしいです」でした。７人の 

方には修了書をお渡しました。その感想をいただきました、様子の一旦をご覧下さい。 

◎「ことばで広がりが出来る。私には難しかった。豊かさに 

ついて、今まで社会的に豊かさを考えていましたが、言葉にも 

豊かさがあるんだという事を知らされました。本をたくさん読 

む重要性を知らされました」 

◎ 「心を開いて表現できた。ロールプレイの状況に入ってい 

けないことがタビタビあった。勉強･講義の授業と思っていたが、 

見事に予想に反した。でも、楽しくロールプレイできてよかった。 

滝田先生と知り合えてよかったです。感謝！」 

◎「今まで自分を客観的に見ることをしてきたつもりでしたが、今回ちがう角度から見ること 

が出来たように思います。緊張せず、とってもリラックスして楽しく参加できたのは、滝田さん 

のおかげです。ありがとうございました。(元教師ということで元気な声ですね。ボリュームをも 

う少し下げても大丈夫)」 

◎「全回参加して本当に良かったと思う。実際に使うのではなく、自分の中の経験が新しく増 

えたことが嬉しいです。ロールプレイは苦手だったのが、最後は楽しく感じた。各回のテーマで 

自分の話しを滝田さんに聞いてもらえた事がとても嬉しかったです。皆さんの話を聞くのも楽し 

かった。本当にありがとうございました。」 

◎「自分を洞察することは私にとってわりと得意な分野なのだと思いました。課題に対しても 

わりと悩まず取り組めました。これが他の場面でも生かせれば良いのですが。」 

◎「回を重ねるごとに慣れていき、色々なことを表現できるようになった。また他の人の発言 

に注意が向くようになり、他の人の表現の豊かさや上達も感じることができました。」 

◎「細かく書くことができたので、帰って振り返りより鮮やかに自分の色を出せ、SSTで色々 

な色になりました。虹色に？ 私を誉めて下さって、どうもありがとうございました。ノートに 

書き家に帰って何度も噛み締めました。もっと人間関係が上手になりたいです。」 

素敵な言葉に感謝します。第二期ソーシャルスキルトレーニング(SST)は別紙参照下さい。(滝田) 

江川紹子さんと大いに語る！吠える！！12/9フォーラム三浦半島｢現代の若者像｣ 
12月9日(土)小雨が、というより氷雨が降る中、神奈川県立保健福祉大学講堂にてフォーラムが

開催されました。実行委員長という大役を代表の小柳が任され、事前より綿密に打ち合わせを重ね、

いよいよ開催の運びとなったわけです。はるかぜ書店も全店を挙げて協力し、江川紹子さんの本を

山積みにして準備万端！！急遽、サイン会が行われることも決定し、とても盛況でした(左写真)。 

第一部は江川さんの基調講演、第二部はコーディネーターに保健福祉

学部助教授の小林正稔先生を迎え、江川さんとアンガージュマン・よこ

すか豊岡さんの3人でパネルトークを行いました。小林先生の軽妙なト

ークもさりながら、豊岡さんの迫力ある体験談にはグッと来るものがあ

りました。話しの上手さはもちろん江川さんに敵うはずもないのですが、

やはり体験を踏まえての話というものは説得力が違います。 

 氷雨も吹き飛ぶ熱い魂が横須賀の夕方に轟いた瞬間でした。この後の

一献が格別だった・・・かどうかは本人のみぞ知る！？    (島田) 

 

ひきこもり親の会ウィル･よこすか 

時には母の思いを越えて一人の人間に… 
今年も残すところあとわずかとなりました。暖かった秋から急に冷え込んできたこの頃

は寒さが一層強く感じられる気がします。ちまたでは風邪が流行り出し、特にノロウィル

スによる流行性胃腸炎が猛威をふるっている様子です。マスク姿の人もたくさん見受けら

れますが皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか？ 

 今月は9日が講演会と重なり、1週目のクロスの日をウィル例会に譲って戴きました。日

が変更になったので集まる人数も少ないかと思っていましたが、軽く 10人は参加。嬉し

い誤算でした。 

 さて、今年最後の通信という事でこの一年を振り返ってみると、思い浮かぶのは出会っ

た方々のお顔と貴重なお話の数々とお話から想像するそれぞれのお子様達の様々な歩み。 

 目に見えて変わられた方、目には見えぬけれど心の微妙な動きが確かに感じられる方、

まだ辛い最中で必死にもがいて入る方。定例会に集った方は皆我が事の様にそれぞれに思

いをはせています。時には母の思いを越えて一人の人間に立ち返り…苦しく辛くなりなが

らも、大切な事に気づき、新たな発見をして、感動したり、泣いたり、笑ったりしながら。 

 私にもここでの時間は大切な経験だったと思います。感じた事全てが筆舌に尽くし難く、

心にじーんと響いてきます。肉体的にも精神的にも参加する時間を作るのが大変だった時

もありますが、何とか協力しあいながら無事に一年が終わりホッとしています。至らない

事も多々あったとは思いますが、どうぞ来年もよろしくお願い致します。良いお年を！                                         

(ウィル運営委員三澤)   

ク リ スマスギター発 表 会 12/18(あばうとにて) 

 今年は小ぢんまりとあばうとにて開催されたクリスマス会。ギター発表会という形式もあばうと流

に解釈すれば、誰でも飛び入り参加 OK の歌を歌う集まりになるので

す。もちろん日頃のギター練習の成果を発表し、その後は・・・♪♪♪

我らがギターの原先生も懐は深い！好きな曲に合わせて歌っていい

よ！！とおっしゃり、まず登場したのは代表。前夜の深酒が効き、喉

の調子は今ひとつ。しかしながら、トリを務めますのは町田イルカで

す。先生の再三のオファーにも頑として応じず、中々歌い出さないの

も大物ならでは。冬の午後のひと時がゆっくりと流れました。 (島田) 

～～～ ～～～ ～～～ 新新新 年年年 ををを 迎迎迎 えええ ててて ～～～ ～～～ ～～～    
巻頭言の通り、今年も猪突猛進のようなので（!?）、とにかく脇目も振らず突っ走ります。昨年度

よりアンガージュマン・よこすかの役目がググッと増え、スタッフ一同気を引き締めて取り組みたい

と思います。とにかく一日一日がとてもダイナミックに流れている、と感じています。会員の皆様も

そうでない方も是非ともアンガージュマンの活動に積極的にご参画下さい。ダイナミックな流れを

ご体験いただければなぁ、と常々思っています。学習サポート・ネクストは利用者の多様なニーズ

に答え、優秀な講師陣を迎えてお待ちしております。フリースペース・あばうとはなるべくアバウト

に、ゆったりと過ごせる居場所を創り出します。コーディネートセンターによるご相談も多岐に渡っ

ております。専属のカウンセラーが常時対応しております。そして、本年も就労支援の拠点として、

アンガージュマンの顔として、はるかぜ書店を先頭に突進いたします。 

本年もおそらく・・・というかほぼ確実に(汗)多くの新たな挑戦をすることになるでしょう。私たち

の活動も徐々にではありますが、多くの方面に認知、ご理解いただき始めております。しかしなが

ら、まだまだ未熟な団体につき力不足です。ご迷惑を承知ではございますが、会員の皆様のご助

力を賜りたいと思います。本年もどうぞご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。 

平成十九年一月                  アンガージュマン・よこすかスタッフ一同 

 

 


