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第 4 回 ｢ 子 ど も ･ い の ち と く ら し の ま つ り ｣
　 　 　 実 行 委 員 会 が 発 足 し ま し た ～ 夏 の キ ャ ン プ ～

第39号

アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意

　4月15日(日)小田原市民会館にてNPO法人
子どもと生活文化協会（CLCA)主催で第1回
｢第4回子ども･いのちとくらしのまつり｣実行委
員会が開催されました。
　今年のアンガージュマン・よこすかの夏の
キャンプはCLCAと合同で行います。主催は
CLCAと横浜のNPO法人コロンブスアカデミ
ー。相模原の五色塾と小田原の桜井塾、は
じめ塾とアンガージュマンの協力でキャンプ
を行います。神奈川県教育委員会のバック
アップも頂き、学校とフリースクールの連携を
実現します。開催日は7月28日(土)～30日(月)。
神奈川県立足柄ふれあいの村にて。
　さまざまなゲストを招いて色 な々ワークショッ
プを行ったり、シンポジウムやイベントを行い
ます。実行委員会が中心になって運営を行
い、当日は多くの人に参加していただくという
趣向です。　第1回実行委員会では子どもか
ら大人まで総勢80人以上が集まりました。全
てで6グループに別れて各 自々由に企画を
考えました。その後代表者が発表をしました。
大人も子どもも自由活発に意見が出たので
収拾がつかない！？という心配はご無用。
独創的な案が次 に々出てきたのですよ。例

役割分担を話し合う(企画係が議論中)

えば・・・。ジャニーズのコンサートとか、巨
大流しそうめんでギネスに挑戦、とか安倍
首相を呼ぼう、とか地域通貨を作るとか。
実現可能な企画もそうでない企画もドンド
ン出して、次回の実行委員会から徐 に々
具体化していこう、ということになりました。
　その後は実行委員会の各部会に分か
れ代表者と副代表を決めました。それぞ
れが希望の部署に別れ、立候補により代
表と副代表を選出し、今後は各部会と全
体会を開きながら、当日を迎える、という
流れになります。アンガージュマンは何と

いっても遠いので、きちんとお手伝い出来る
のか不安もありますが、微力ながらご協力さ
せていただこうと考えております。ちなみに
実行委員会だけではなく、当日は多くの方
のボランティアの力が必要になってくると思
います。そんなわけで。

　　ボランティアキャスト大募集
この場を借りてボランティアの募集をさせて
いただきたいと思います。詳細については
アンガージュマンにご連絡いただくか、ご来
室いただければご説明いたします。ぜひ、
多くの方のお力添えを！
　ちなみに既に実施の決まっているプログ
ラムもあります。例えば。
　ツリーハウス作り
　お能の舞台作り
　安田登さんによる｢吾輩は猫である｣群読
　姫田忠義さんによる映画上映会
などです。前記の通り、これ以外にもまだま
だ多くのプログラムを企画しますので、ぜひ
一緒に考えていきましょう。
　アンガージュマン・よこすかまでご連絡を
下さい。お待ちしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(島田徳隆)

　 新緑の季節です。五月のさわやかな風が吹くなか陽気に誘われてか、何を勘違いしてか事務局の町田さんがピアノを習い始めま
した。ショパンの別れの曲を弾きたいそうです。どうなりますことやら！　四十の手習いはさておいて、ショパンの曲は春に似合う気がし
ます。「別れの曲」は散る桜、「英雄ポロネーズ」は春の歓喜、「革命」は春の嵐、「別れのワルツ」は女子高の卒業式、「雨だれ」は春の
やさしい雨など。優しい曲が多いのですがショパンは激しい人だったようです。祖国ポーランドを思い続けついに帰ることは出来ませ
んでした。結核の身を引きずりながらのジョルジュ・サンドとの激しい恋は有名です。「幻想即興曲」の激しさや「ノクターン２番」の澄ん
だ優しさは二人の出会いと別れを想わせます。ショパンのピアノは映画にもよく流れました。想像ですがクラシック音楽では一番多い
かもしれません。山田洋二の「寅さん」や大林宣彦も使いました。「さびしんぼ」で主人公が最後に弾いた「別れの曲」は監督が後ろか
ら手を出して弾いたもので画面にはその手が映っています。「愛情物語」や「戦場のピアニスト」は印象的でしたが、ヴィスコンティーの
「イノセント」、アンジェイ・ワイダの「灰とダイヤモンド」・マイケル・チミノの「ディアハンター」、パゾリーニの「ソドムの市」、ベルイマンの「叫
びとささやき」など意外な映画で使われているのには驚きでした。どのようなシチュエーションにも合う曲があるということなのでしょう。町
田さんがいつショパンを弾けるようになるか、気の遠くなる話です。あの音を聞いたらショパンの故郷ポーランドのウオッカ「スピリタス」
（アルコール度９６％）を飲んで酔った気分なりました。

坂の上のひとりごと　　皐月　代表　小柳良

2007年5月のアンガージュマンの予定
利用は会員となり、フリースペース、キックオフプロジェクト、相談・コーディネート・学習サポート等を
お選び下さい。詳細は電話などでお問い合わせ下さい。予約もどうぞ！　　　※印は閉室の印です

◆4月より利用料金が改定されました。各種講座は全て有料(1,050円)です。これまで実費負担のみでお願い
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・映画や各種講座(乗馬･アクセサリ･ギ
ター)や社会見学など、講座利用料(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円で一緒に作り、みんなで食べましょう。三浦さんに教えていただき「みんなで昼
食Time」「わがままTime」を楽しくゆったり過ごしましょうよ！愛情いっぱいの料理を・・・。
▼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講座をご用意いたします。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。販売士受験講座・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。途中参加も受付ます。お気軽にご参加下さい。

編集
後記

　今号より滝田さんより通信の編集を引き継ぎ
ました。今までも関わってはいたので、その延
長くらいに考えていました。これを期に誌面の
刷新を図ろうと考え、このような体裁に仕上が
ったわけですが、いやはや、見通しが実に甘

かった。思いのほか作業は煩雑を極めました。
相変わらずの見通しの甘さと力不足を露呈した
わけであります。今号の印象やご感想などお聞
かせ下さい。今後も改良を重ね、読みやすい誌
面を作っていきたいと思います。　　(島田徳隆)



灯ろう夜市開催日決定！
　　　　7月13日(金)

はるかぜ書店だより
みなさん、こんにちは。はるかぜ書店の店長
石原直之です。今回から毎月通信で書評とお知らせをさせていた
だくことになりました。どうぞよろしくお願いします。

今月の書評
「ひきこもれ　ひとりの時間をもつということ」
吉本隆明著　大和書房 1470円
市井の思索者である吉本隆明による「ひきこもり」
についての考察です。この本、ひきこもりの本人
が渦中にあって読むのと、ひきこもりを終えた後
に読むのでは読後の印象が全く違うと思います。
「ぼくは、ひきこもりの人が、好きな異性ができた
ことをきっかけに社会との関わりを回復していく
ということはあると思います」なんてくだりを数年前に読んでいたら
「なわけないだろう！（怒）」と思います。それが自分でもその通りの
経験をして今、こうしているのですから。吉本隆明おそるべし。ただ
し、この本をひきこもっている人が読んで「だから私はひきこってい
ていいんだ」と心底思えるかといえば、疑問です。「ひきこもり」には
罪悪感や後ろめたさがもれなくついてきますから。ともあれ、一読を
おすすめします。感想をきかせていただければ嬉しいです。　

はるかぜ書店からのお知らせとお願い
はるかぜ書店ではアンガージュマン・よこすかの会員の方、ネクスト
やあばうとの講師の方に５％オフで本を販売しております。レジで精
算の際、ご面倒でも「会員です」「講師です」とスタッフにお伝え下さ
い。お申し付けがない場合は通常価格での販売となります。
ご注意ください。よろしくお願いいたします。
   はるかぜ書店　横須賀市上町２－４６　０４６－８０４－７８８３

　　3つの充実～事務局より お･知･ら･せ～

　新緑の５月をむかえました。みなさま、お元気のこととおもいます。今年
のアンガージュマンは「３つの充実（利用者とともに、事業の改善、豊か
さの共有）」を合言葉にすすみます。とくに、フリースペース、相談（カウ
ンセリングﾞ・SST）、キックオフプロジェクトの充実です。そのために料金
を改定しましたが、スタッフは「自分らしさ」「社会参加」そして「未来」の
じつげんを、利用者とおなじ目線で努力いたします。一人で悩まず、み
んなで共有していきましょう。
なお利用料は前月にお振込み（指定銀行へ）でお願いいたします。
６月１６日（土）午後、２００７年度通常総会を行います。５月中に会員（社
員）更新をしアンガージュマンをつくりましょう。記念イベントはなく、会員
の親睦交流をはかります。また今年も、かながわ基金２１、文部科学省、県教育委員会・青少年課などの助成
をうけ事業をおこないます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(事務局長　滝田　衛)
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　今年もやってきました！！灯ろうの季節。・・・まだ２カ月先ですが。
いや！もう２カ月前に迫ってきたのです。今年の夜市は上町商盛会
と上町銀座商店街に加えて池之端商店街も加わり、かなり賑やかな
ものになると思われます。灯ろうの数もおよそ350基の規模になるか

と思います。昨年と同じくらいの数の灯ろう
を作成し、各商店街に配っていく、というこ
とになります。また、灯ろう作成のお願いを
したいなぁ、と思いますので、ぜひお手伝
いのほど、よろしくお願いいたします。キッ
クオフプロジェクトの一環としても行います。
　灯ろうに貼る絵を描きたい、という方は後
日、公募いたしますので、ドシドシ描いて
下さいね♪自分で描いた灯ろうは終わった
後に返却されますので、ひと夏の思い出に
もご家族でどうぞ。(上町商盛会･島田徳隆)
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   新年度を迎えた4月、進学した生徒
（昨年度ネクスト受講生）は、中学へ４
名・高校へ２６名・大学へ５名・専門学
校へ３名でした。不登校の子たち１４名
も皆、新たな学校へと進学しました。一
方、講師も学校の教員になられた方々
もおります。逆に、教員を退職した方や
塾講師として豊富な経験のある方々を
お迎えし充実した講師陣と３５名の生徒
でスタートを切りました。本年度も子ど
もたちの希望の実現に向けてスタッフ・
講師共々一層努力してまいります。
　　　　　　　　　　　　(ネクスト　山川幸子）

学習サポート･ネクストの春 あばうとの春
フリー
　　スペース

   4月初旬はポカポカ陽気が続き
フリースペースもマッタリ進行して
おります。特にたき火は素晴らし
かった！あまりにも陽気がよくて、
汗ばんでいたとか、いないとか…。
海に向かって一人ポツネンと座り
込む。ビーチコーミングと言い張
って貝殻やガラスのかけらを拾う。
翌日は中央公園に行って博物館
を見学した後、散りゆく桜をやはり
マッタリマッタリと眺める。これこそ
が贅沢なひと時ではないでしょう
か。　　　　　(あばうと　島田徳隆）

　今年度も毎月１１日に山形物産市を開
催しております。平成１８年度産のお米と
山形産大豆、採れたて新鮮野菜など旬
のものを扱っております。また、山形特産
の地のものを使った加工品を盛りだくさん
に取り揃えております。
　昨年の８月のヨコハマカーニバルに横
浜駅西口ＶＩＶＲＥ２１前で自作のアクセサ
リを売りました。その際に一緒に出店して
いたのが山形県の新規就農者ネットワー
クでした。全国各地のイベントに出店して
いたそうです。私たちは一所懸命にお店
をやっていたのですが、その間にわがア
ンガージュマンの、いや上町商盛会の御
意見番であり、中小企業診断士の為崎
緑さんがコーディネートしてお互いのつ
ながりが出来たのです。
　ただ、上町商盛会商店街ではお米や
野菜を売っているお店もあります。私たち
が一人で盛り上がって「やろう！」というわ
けにもいきません。

　しかしながら！！そこは上町商
盛会です。興味深いことにはきっ
ちりと対応してくださいます。「面
白い、やろう！」と懐の深いお答
え。粋な計らいには答えなくては

なりません。多くのお客様を上町
にお迎えするべく奮闘します。
　山形県新規就農者ネットワーク
としては、農産物等を売ると同時
に就農する人を募集する、という

目的があると思います。アンガー
マンとしては就労や就農を考えて
います。それよりも何よりも美味し
いものを紹介したい、という思いが
一番にあります(筆者には)。参加
している農家の方は皆、農水省認
定エコファーマーの方々。有機栽
培、無農薬もしくは減農薬の環境
に優しい農法で農産物が作られ
ます。ただ美味しいというだけで
なく、体にも地球にも優しい安心・
安全な商品を提供しています。
　毎度来てくださる会員の方、お
客様にはとても感謝しております。
誌面を借りて御礼申し上げます。
　定番商品は納豆(２種)、豆腐（３
種）、幻の米さわのはな、香り濃い
ラフランスジュースはスッキリ飲み
やすい味。今後も新団体が加わっ
たり、山形へ行ったり(?)。今後の
展開にご期待下さい。(島田徳隆)
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市内配達無料
～アンガージュマンの予定～
(キックオフプロジェクトの予定)
1日(火)2日(水)草刈り

１１日(金)山形物産市
　　　　　　うわまちいっぴん(１１)の日

　　　　　　新商品も続々出てくるかも♪

15日(火)社会見学書店見学会(予定)

　各種講座
1日(水)8日(水)22日(水)
　公務員スクール

8日(火)ラッピング講座

9日(水)乗馬講座

10日(木)14日(月)ミーティング

１６日(水)2:00公務員講座
　　　　　　　　　Ｙ市会議員

24日(木)アクセサリ講座

25日(金)販売士受験講座

毎週月曜日はギター講座

毎週水曜日は料理作り

ＰＣ講座は随時受付中！
～あばうとの予定～
マッタリ！！
　そろそろ灯ろう作りの季節です
毎週月曜日はギター講座
毎週水曜日は料理作り
ＰＣ講座は随時受付中！
18日(金)午後からケース会議につき

　　　　　閉室
～ネクストの予定～
18日(金)午後からケース会議につき

　　　　　閉室
～コーディネートセンターの
　　　　　　　　　　予定～
23日(水)30日(水)ＳＳＴ
随時、相談受付中。まず連絡を
～はるかぜ書店の予定～
11日(金)うわまちいっぴん(11)の日

　　　　　に新たな逸品の展開をします

～その他の予定～
19日(土)県教委相談会
　　　　　　(神奈川県民センター)

29日(火)県教委学校・フリースクール
　　　　　　等連絡協議会
　　　　　　(アンガージュマン)

今月の予定
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DAD　年に一度のDAD食事会が
開催される。食事より飲む方
がメインなのではないか。結
局母ちゃんの手を借りてるの
ではないか。などという憶測
はこの際おいといて！

美味しいものを食べてもてな
す心を感じて欲しいのだ。
　日時は5月26日(土)12:30、
アンガージュマンにて開催
される。多くのご参集をお待
ちしているものである。

食
事
会




