
2007 年４月アンガージュマン予定 
利用は会員となり、フリースペース・キックオフ講座・相談ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ・学習サポート等を選 

択下さい。詳細はTEL等でお問い合わせください。予約もどうぞ！  ※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 フフリリーーススペペーースス  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  88  
Pm1:30 Pm2:00～開校～ AAmm1100::3300  AAmm1100::3300  社社会会見見学学          

ギター講座 公務員ｽｸｰﾙ 料料理理、、わわががまままま TT  たき火しよう！ Pm1:00 ※※  ※※  
  Pm2:30       ・歴史博物館 PPmm11::0000      

  PC 基礎     ＆中央公園 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     

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 フフリリーーススペペーースス  1144  1155  
Pm1:30 Pm1:00 AAmm1100::3300  工工房房ああばばううとと  Pm2:00         

ギター講座 ｷｯｸｵﾌ開校式 料料理理、、わわががまままま TT  アクセ製作技術 ラッピング講座 ※※  ※※  
  ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 終終日日  Pm1:00   PPmm11::0000      

  Pm2:00 山山形形物物産産市市  ｷｯｸｵﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ   ウウィィルル      

  公務員ｽｸｰﾙ （（ははるるかかぜぜ書書店店前前))              

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       

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 フフリリーーススペペーースス  2211  2222  
Pm1:00         草刈強化週間～吉本親方に超絶技巧を学ぼう・お供島田～ 

あばうともキックオフプロジェクトも！！(終日開催・雨天中止) DVD 鑑賞 ※※  ※※  
Pm1:30 Pm2:00 AAmm1100::3300      Pm2:00 PPmm11::0000  PPmm33::0000  
ギター講座 公務員ｽｸｰﾙ 料料理理、、わわががまままま TT      SST 未未来来  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         

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 フフリリーーススペペーースス  2288  2299  
Pm1:30 AAmm1100::3300  AAmm1100::3300  工工房房ああばばううとと  AAmm1100::3300      昭昭和和のの日日  

ギター講座 アクセサリ講座  料料理理、、わわががまままま TT  アクセ製作技術 通信の準備作業 ※※  ※※  

    Pm3:00 Pm1:30                 

    公務員講座 乗馬講座                 
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         

3300  55//11 フフリリーーススペペーースス  55//22 フフリリーーススペペーースス  55 月月 33 日日  55 月月 44 日日  55 月月 55 日日  55 月月 66 日日  

            憲憲法法記記念念日日  国国民民のの休休日日  ここどどもものの日日      

※※          ※※  ※※  ※※  ※※  

    学習サポート   学習サポート                 

☆４月より料金が改定されました。各種講座全ては有料（1,050円）です。これまで実費 

負担だけお願いしていましたカラオケ・バドミントン・卓球・ボウリング・料理・ケーキ 

づくり・乗馬・映画・社会見学等は講座料(1,050円)と実費が個人負担となります。  
□毎週水曜日の昼食は３００円で一緒につくり食べましょう。三浦さん(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ未来) 

 にご支援をいただき、｢みんなで昼食Time」「わがままTime」を楽しく過ごしたいですね。 

△キックオフプロジェクトは１年を前後期に分けておよそ２５講座を用意します。週１回のミ 

ーティングを実施し、お互いに協働と理解を進めます。販売講座・ＳＳＴ(ソーシャルスキ 

ルトレーニング)・各種ボランティア・はるかぜ書店実地研修を進めます。 

 

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/ 

アンガージュマン・ブログ http://www.doblog.com/weblog/myblog/57781 

２００７（平成１９）年 ４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.３８ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
   

子どもと若者そして保護者と共に４年目を迎えました  
「いつも相談させていただき感謝でいっぱいです。ありがとうございます」「大学受験 

に向けて予備校に通い始めて5日です。古典の授業が心配です」「アンガージュマンへ行 

かなくては！と言いながら外に出られない息子ですが、いつか行きますのでよろしくお願 

いします」「中学を卒業し通信制高校へ希望していますが、レポートが心配で学習支援を 

お願いできますか？」「中学3年間不登校です。今後のために生活できる場所を」 就労 

支援ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫｰﾗﾑ(３/18)、ﾈｸｽﾄ講師研修会そして水谷修さんの講演会(３/22)を無事 

終了させてた(２ﾍﾟｰｼﾞで報告します)3月下旬のある日の風景、ニーズが寄せられてます。 

   寄り添いあい、支えあい、育ちあう・・・共に！ 
                  不登校・ひきこもり(発達障害含む)の子どもや若 

者たちが73人、学習支援を72人、相談・カウンセ 

リングが 345人、就労支援ｷｯｸｵﾌﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに 11人、

フリースペースで 17人、コーディネートが 18人、

見学訪問が約 300人、はるかぜ書店には毎日 30人

～50人が書籍を買いに来てくれてスタッフ5人も皆

勤賞？！ 数字が全てではありません。ご批判も頂

き飛び出して行った若者もいます。冒頭の「共に」 

の言葉、横並びの姿勢で3年目を終了します。会員・利用者皆様に感謝を申しあげます。 

会員更新のお願いと利用料金改定のご案内  ＮＰＯ法人の公共性・公開性・共同 

性の追求をお約束し会員更新を４月中にお願いします。また、的確な支援実現をお誓いし 

利用料金(継続利用者は５月より適用)改定をご案内します。別紙参照下さい。 (滝田) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

坂之上のひとりごと    卯月        代表：小柳良 
 春もたけなわです。今が桜も満開で見ごろです。先月に続いてお花見の話を少し。花を見ながら酒

を飲むというのは美しい習慣で、桜は飲酒と鑑賞にぴったりの花です。凍てつく冬を耐え、ゆっくりと

膨らんだ蕾がある日突然可憐な花をつけたかと思うと、あたり一面ピンクの春霞。でも春の絶頂は瞬

時の事で花びらは、数日を経ずしてはかなく舞い散る。そんな風情を目の当たりにして友と一献酌

み交わし、杯にはなびらが舞い落ちる。あ～よくぞ日本人に生まれけりです。我々日本人はこの光

景に見慣れているせいか花と酒宴の美しい連動に疑問を感じないようです。アメリカに桜はあるよう

ですが酒宴というのは聞きません。そもそも花をめでて酒を飲むという習慣は他の国にはないようで

す。チューリップやヒマワリを見て酒を飲むと悪酔いして耳なんぞを切り落としたくなって危険です

し、けしの花などもっと危険です。古代中国では美女を見ながら飲んだといいますが、今時そんな事

しようもんなら即刻セクハラで訴えられます。というわけで（？）この季節、卒業式、入学式、人事異

動、プロ野球開幕、桜花賞と酒を飲む機会も増え、只飲むよりは何か見ながら飲むほうがいいので

す。今年は衣笠公園で老若男女、桜の木の下で歌い踊る光景を拝見いたしました。桜は人を酔わ

せ私も酔い、少々はめをはずし反省しきりの春の一日でした。 

  



新新たたななススタターートト  子子どどももとと若若者者、、現現状状とと理理解解  (滝田)  
３月18日(日)午後1時「働きたい・働けない 何かがおかしい」をテーマに、生き辛さを抱 

えた若者と若年労働実態の現状を明らかにしたフォーラム(かながわボランタリー基金２１の 

助成事業)を県立青少年センター・サポートプラザ講堂で開催してきました。当日は、参加者 

約７０人、ＮＰＯ４団体を含め講師関係者など総計約１００人が集い、若者の現状について考 

えを深めました。挨拶をいただいた吉岡喜子課長(県青少年課)は「若者の生き辛さは社会構造 

の問題」と言及され、“ひきこもり”を子育て問題としていた親御さんへ理解のメッセージを 

おくりました。講演では橋本健二（武蔵大学教授 社会学者）さんは、アンダークラスとして 

の若者の確実な発生を数字を上げて自説を展開してくれました。また長谷川俊雄（愛知県立大 

学助教授 福祉・本法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ）さんはゼミ生の就労実態にも触れて、“ひきこもり” 

をひきだすことではなく一緒に生きることを訴えました。 

その後、就労支援ネットワーク団体、リロード・ＣＬＣＡ・たまりば・Ｋ２ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙの自己 

紹介を受け、「ひきこもりの若者の未来と社会のあり方を展望する」シンポジュームを小林正 

稔助教授(県保健福祉大学)、上出香代子さん（県青少年サポート課）、石原直之(はるかぜ書店) 

と講演者が加わり、和やかで散漫？な討論が出来ました。社会参加する若者、発達障害の若者 

の辛さ、支援者の役割、ネットワークの意味など、課題の重さを吹き飛ばすシンポジュームでした。 

 【感想より】  いろいろな支援があり心強い気持ちです  孤立しないように 

○生きにくさを抱えた娘、親としても苦しく、また自分を責めるば 

かりでした。本日のパネラーの皆様の明るさに、「あーなんとか 

なるかも」という気にさせていただきました。ありがとうございます。 

○１２年間ひきこもりの娘、父親が他界して経済的にも苦しい。私と 

  一緒なら外出するのでフリースペースにでも行ければと。 

○本人、親、家族の問題から、社会全体の問題と認知してくれる世 

 の中であれば、どんなにホッとすることか。認め合える社会に。 

２２日(木)午後１時、学習サポート･ネクストの第３回講師研修会では、講師相互の交流と今 

年度の反省や次年度の展望を一緒に語り合いました。大学生から６０歳前後の講師１３人(全３２人)が会 

しお弁当を食べながら歓談ました。最後は支援の難しい子どもの話しとなり、子ども自身が困り、学校の 

先生たちも悩んでいる中、ネクストの役割と意義を理解しあいました。 

      眠れない子どもたち  寂しさを喜びに変えるために 
同日午後６時、市総合福祉会館で水谷修(水谷青少年問題研究所 夜回り先生)さんは「生き 

づらさをかかえ彷徨う若者たちへ」のテーマで450人の参加者に熱く語ってくれました。アン 

ガージュマン・よこすか 3 周年を記念しての講演会でした。後半は「子どもたちとどのように寄り添 

うのか」をテーマに滝田(事務局長)と対談し、素顔の水谷さんにも出会っていただきました。 

 当日は不登校の子どももスタッフとして参加し、保護者も含め５５名のスタッフ体制で実施 

できたことは大きな喜びです。改めて考えましたことは、日々確実に子どもや若者そして親御 

さんと共に生きる、寄り添い同じ目線で、この地域の中で、子ども達の力を信じて、との実感。 

 【感想より】  生きているといいことがあるなあと･･･ 生きる力をいただきました 

○水谷先生に初めてお目にかかりました。自分の生活の中で子どもと共にあるのは苦痛が大き 

                く、活路を見い出すのは容易ではありません。親(大人)の 

                ガス抜きが必要なのかもしれません。 

               ○なかなか社会復帰ができない子に悩んでいますが、イラ 

                イラすることなく笑顔を持って接して行こうと思います。 

               ○居場所を作るだけでなくパワフルに子どもに支援を働き 

                かける、この活動が他の地域にも広がってほしいし、広 

                げたいと思いました。ありがとうございました。 

 

     より「ゆったり」と。。。より「あばうと」に。。。 
     平成１８年度が終わりました。ふりかえりは次年度総会にお配りするであろう報告集に載せるこ

とにします。何となく思ったことを簡単に書き散らしてみた

いと思います。 

この記事を書いている現在は３月２７日、フリースペー 

ス・あばうとを閉室にしている日です。誰もいない(スタッフ 

もいない) ガランとしたあばうとに明るい春の太陽の光が 

射し込んでいます。外は車がガンガン通り、時折救急車 

がサイレンを鳴らしています。平日なので買い物をする 

人、営業で飛び回ってる人、散歩する人、お店の人、春 

休みのため遊びまわっている子ども達、様々な人が通りを 

歩いています。いつもと変わらない日常の風景なのですが、あばうとには誰もいない、という違い 

がそこにはあります。外から見たら中の電気が消えているだけです。でも、一回中に入ってみる 

と・・・何かが違う。そこに人がいないのです。何だか、それだけなのにとても違和感があるので 

す。ギターを弾く人がいる。読書をしている人がいる、お菓子をパクつく人がいる、ゲームをする] 

人がいる、ＰＣに向かう人がいる、夫婦漫才をしている代表と町田さんがいる、某事務局長が子 

供をからかっている、スタッフ (たぶん島田) が口をあけてぼんやりとしている 。 

 ただ人がいないだけ、なのですが・・・。いや、あばうとに重要なのは人なのです。利用者、会 

員、支えてくれる人たち、見学に来る人、スタッフなどなど。あばうとにアンガージュマンに関わる 

全ての人たちがそこにいる、ということがとても大切で必要なことだと感じます。そしてその人たち 

がいること、そこにいるということが一番重要なことです。４月からもゆっくり、まったり、ゆったりと 

あばうとは開いています。どうぞよろしくお願いします。                           

(フリースペース・あばうと グダグダマスター 島田徳隆) 

 

はるかぜ書店引継ぎから一年になります。 
 時間がたつのは早いものですね。去年の 4 月 1 日、はるかぜ書店の運営を引き継いでから一   

年が経ちました。まったくの素人ばかり、しかもほとんどの人は働いた経験がありませんでした。 

ひもをつけずにバンジージャンプに臨むような無謀なことだったかもしれません。商売の世界を

経験して、まずハードルが高かったのは、とても簡単で単純なことができないということです。「い

らっしゃいませ」「おまたせいたしました」「申し訳ありません」そして「ありがとうございます」 

こうした言葉かけをすることは意外と大変なのでした。さらには、もともと生真面目で人前で緊張

しがちな人が接客をするのですから、そのプレッシャーは素手でライオンの檻にはいっていく位

のドキドキ感・恐怖感があったと思います。それは店長役を勤めさせていただいた石原も例外で

はありません。たとえそう見えなくてもです。何もかも新しい経験でした。失敗もたまにある成功体

験も、日々繰り返してきました。ほんとうにゆっくりと、はるかぜ書店のスタッフの中に小さな経験

が積もっていき、ある日、「おぉ、あんなに緊張して声も小さかったのに、しっかり挨拶できるよう

になってる！」「電話の応対が自然にできるようになったなぁ」という嬉しい瞬間が訪れたのです。

そして、4 月からスタッフの一人が商店街の別の店で働くことになり、はるかぜ書店を卒業するこ

とになりました。エールを送りつつ新たに 8 人が研修をスタートします。どうぞ 2 年目のはるかぜ

書店も温かく、時にきびしく見守って下さい。いつでもご来店お待ちしています。 

（はるかぜ書店 石原直之） 

ＷＩＬＬ定例会報告 
 3 月は 11 日に 8 名の参加者とアンガージュマンから小柳と吉本が参加しました。4 月は 14 日

にはるかぜ書店の２階で開催します。ひきこもりでお悩みの保護者の方ご参加下さい。 

 

 


