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第44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

　先月号通信にてお伝えした通り

8月22日(水)に山形より農家の方

と山形県職員の方をお招きし、農

業について、そしてアツいお話を

伺いました。

　9月26日(水)に8月22日と同様に

午後2時からアンガージュマンに

て、午後6時から県立青少年セン

ター第二分館(通称サポプラ)の２

回に分けて、山形県農業体験会の

説明会を行いました。

　前回のごとく、アンガージュマ

ンにては和やかにそしてアツく話

は進みました。前回主役の山形県

新規就農者ネットワーク会長の山

川さんは今回はビデオ係。山形県

農林水産部経営安定対策課の佐々

木氏が休日を返上して撮影・編集

　そういえば、このコラムでは、酒の話は出さなかったのですが、趣味の話もしていないなぁ、と気付き

ました。今頃になってですが。普段からたわごとを言ってはいるものの、趣味についてはさっぱり話して

ないなぁ、と思いまして。芸術の秋ともいうことだし、音楽の話でも少々お付き合いくださいませ。

　小さい頃より音楽というと音を聴いていたように思います。歌手が歌っても歌詞はあまり頭に入らず、

音として聴いていました。しかも、その音というのもどうやら雑音のような音の印象が強く、綺麗な音に

あまり興味が湧かなかったような。そんな私のフェイヴァリットアーティストはボブ・ディランです。彼

を語る上では詩が最も重要なのではないかと思うのですが、私はどうも彼の声を含めた音にとても惹かれ

るのです。そしてルックスもいい。彼のしゃがれた声は果たして心地よい音なのだろうか。メロディに合

わせて歌ってないのはいいのだろうか。ボサボサの髪は格好良いのか。何だか疑問は降って湧いて来るの

ですが、とにかくいいんだから説明のしようもないのです、スミマセン。敢えて記すこともないのですが、

私の座右は「Like A Rolling Stone」。こればかりは詩の意味も大好きでして。無理矢理「転石苔をむさ

ず」と東洋的に解釈をしておこうかな。他愛のない無駄話でしたが、これぞ「たはごと」ということで。

　そんなことを書きつつ、フリートウッドマック(｢Tango in the Night｣)聞いてます…。

2007年10月のアンガージュマンの予定2007年10月のアンガージュマンの予定

◆10月より４講座＋α開店します◆

　○高比良和枝さんの「人形作り」講座（布でテディベアー等を作りませしょう）

　□クロス・優子さんの「英会話」講座（カジュアルな英語からスピーチまで Let's try!）

　★川口香世さんの「本の読み聞かせ」講座(童心に返って絵本や童話を読みましょう)

　▼滝田さんの「一般教養」講座（一般知識をクイズ形式で、就職やテストに向けて）

　◎フットサル・クラブチーム結成（毎日午前中自主練習、毎週金曜日午後練習予定）

　△ベースボール・クラブチーム結成（毎日午前中自主練習、毎週金曜日午後練習予定）

編集
後記

　うふふふふ。とうとう投稿して下さった

方がいらっしゃいます。この場を借りて御

礼申し上げます。新たな連載なるか！？

　ペンネームのローティ氏にはアンガー

ジュマンはいつもお世話になっております。

とてもユニークな人物なのですが、今回の書

評は意外(といったら失礼)やキッチリしたも

の。来月も楽しみだなぁ♪

　文章ではなく絵などでも構いません。皆さ

んの投稿を心よりお待ちしてます｡(島田徳隆)
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した力作のビデオを鑑賞し、山形

で働く農家の方々と、宿泊場所の

様子、山形の自然を感じました。

　前回の山川さんのお話はとても

アツく心打たれましたが、今回の

映像には更に惹き付けられるもの

がありました。山川さんの解説も

シンプルなものから農作物の学術

的な説明まで、幅広いもの。ある

スタッフはすっかりその気になり

質問攻めにしていました。

　横浜で行った第二回説明会には

小田原よりCLCA会長の和田氏、横

浜よりリロード大沢氏、K2より長

袋氏が代表で参加。当日も大勢で

参加してくださいます。

　アンガージュマンではまだ若干

名空きがございますので、是非参

加を検討中の方は10月5日までにご

連絡をお願いいたします。

　体験会の概要と参加申込書につ

いてはアンガージュマンにありま

す。電話連絡でも構いませんし、

メールでもご説明させていただき

ます。ぜひご利用ください。

　もぎたての野菜を食べますよ♪

　　　　　　　　　　(島田徳隆)
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あばうとは閉室いたします



はるかぜ書店だより

～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)
7日(日)　山形物産市(元住吉)

１１日(木)　山形物産市

15～17日　山形農業体験ツアー

　　　　～各種講座～
2日(火)22日(月)販売士受験講座

5日(金)19日(金)
　キックオフミーティング

10日(水)乗馬講座

23日(火)アクセサリ講座・読み聞かせ

24日(水)手芸講座

31日(水)ラッピング講座

毎週月曜日はギター講座

　　　 15日(月)ギターはお休み

ＰＣ講座は随時受付中！
　　～あばうとの予定～
毎週月曜日はギター講座
ＰＣ講座は随時受付中！
26日(金)2:00～5:00会議につき閉室
15～17日　山形農業体験ツアー

　　　　　　　　　　　　　　　 につき閉室
　　～ネクストの予定～
26日(金)2:00～5:00会議につき閉室

～コーディネートセンターの
　　　　　　　　　　予定～
3日(水)1:30　ＳＳＴ

随時、相談受付中。まず連絡を!
　～はるかぜ書店の予定～
20日(土)佐藤初女氏講演会出店
　　～セルフヘルプ～
6日(土)クロス

    13日(土)ウィル

          20日(土)未来

                28日(日)DAD

今月の予定

9月は1日にクロス、8日にウィル

、15日に未来、23日にDADが行わ

れました。毎月開かれています。

DADの報告については今月号記事

をご覧下さいませ。

　こんにちわ。エブリバディ。いかがお過ごしでしょうかぁ？

先月はハートブレイクを癒す為の旅行をオススメしましたなぁ、

たしか。今月はそんなエブリバディのためにオータムといえば

スポーツだぁ、ということで。はるかぜブックストアにはマニ

アが泣いて喜ぶレアな雑誌が満載だぁ。ボウリングを追及する

ならはるかぜ。人より早くからスキーを考えてるならはるかぜ。

世界一周クルーズへ行く前にはるかぜ。はるかぜ書店へ行けば

何でも…は揃わないが、ツボを押さえた品揃えだぁ。

　エブリバディ、ご来店をお待ちしております。

　今月からローティ(ペンネーム)の書評が始まるぜぃ！！

　　　　　　　はるかぜ書店　横須賀市上町2-46　046-804-7883

ジェンダー入門―知らないと恥ずかしい

　　　　加藤 秀一 (著) 朝日新聞社

　　　　　　　　(2006/11)　￥1600

正直言って、かなり面白い本です。

「知らないと恥ずかしい」とサブタイトルにはありますが、恥

ずかしながら知らないことばかりでした・・・。

特に性同一性障害などを含めた「性別」そのものの話は、まさ

に目から鱗です。男女平等とかって漢字ばっかりで難しいと敬

遠されがちですが、これって私たち個人の、ひとりひとりの問

題なんだってことが丁寧に説明されてます。口語体で書かれて

いますから、まるで個人レッスンを受けているみたいな感じで

とっても読みやすかった本です。　　　　　　　　(ローティ)

活 動 報 告

風呂敷使ってみませんか風呂敷使ってみませんか

　フリースペースを利用する10代

のWさん。特定の人には心を許す

が、多くの人の中では緊張する。

そんな個性ゆえ、学校時代はクラ

スに居場所がなかった。個別の対

応を受け卒業、その後の居場所を

アンガージュマンに求めた。Wさ

んは家を出、電車に乗り、上町へ

やってくる。お茶を入れたり、勉

強したり、ゲームをしたり、散歩

をしたり、そしてパソコンで日記

を書き始めた。すっかり

フリースペースに馴染み

3か月が過ぎた。この様子

に両親も喜び、スタッフ

はこの次のステップを考

えた。課題は互いに共有

できるが、Wさんは自身の生きづ

らさと固有の時間を主張し、次へ

のステップを受け入れなかった。

2か月にわたるWさんとスタッフ

そして両親のゆるやかな葛藤…。

結果はフリースペースをWさんは

拒否した。自由を保障するフリー

スペース、Wさんに寄り添うはず

のフリースペースが、Wさんを結

果拒否することとなってしまった。

反省しきりである。

　先月お伝えしたとおり、上町商盛会では昨年より一店につき逸

品をプロデュースしていく事業を開始しました。まだ本決まりで

はありませんが、月に一回開かれる会合では喧々諤々の議論が行

われております。環境を考えるというテーマに各店が色々な知恵

を出す、ということとエコ商品を扱う方向になりそうです。買い

物に行くときにはマイバッグを。普段の生活にも積極的にエコを

取り入れた何かを…。

　今年初めに発表した風呂敷も最近はあまり売り上げが伸びてお

りません。風呂敷を普段の生活に取り入れたらいかがでしょう。

使い方によってはかなり重宝すると思います。多くの百貨店でも

オリジナルのマイバッグを売り始めております。日本には古来よ

り風呂敷という素晴らしいものがあるじゃありませんか。

　11月3,4日はよこすか産業まつりが三笠公園で行われます。上

町商盛会は横須賀で初、商店街で出店をします。風呂敷も取り扱

います。ご覧いただけたらと思います。(上町商盛会 島田徳隆)

　就労支援、キックオフプロジェ

クトに参加する20代のBさん｡高校

から大学生活での生きづらさを抱

えておよそ10年、様々な彷徨を重

ねてきた。そして今年、はるかぜ

書店と前店長との出会いからアン

ガージュマンの扉を恐る恐る叩い

た。お金がない、親への金銭的な

迷惑を考えキックオフプロジェク

トへの参加に悩みに悩んだ。そし

て約5か月、清掃や病院ボランティ

ア、販売士等の各種講座、はるか

ぜ書店研修をゆっくりゆっくり進

めてきた。Bさんは「接客なんて

出来ると思ってもみなかったが、

接客に充実を感じる自分に驚いて

いる」「清掃や病院そしてはるか

ぜ書店でのお客様との出会い、本

当に良い体験ができた」「来年親

も定年なんで目標を設定して研修

を進めたい。迷い悩んでばかりの

毎日だったが、こんな気持ち（未

来を見る？）になれたアンガージュ

マンとの出会いは奇跡（？）のよ

うです」と、スタッフとのカウン

セリング（ふりかえり）で発言し

た。Bさんはこの10月、はるかぜ書

店研修スタッフとなる。

○本法人の就労支援、キックオフ

プロジェクトは、本法人への就労

　　　　を目的としたものではあ

　　　　りません。社会参加して

　　　　いくための就労支援、い

　　　　わゆる研修で本法人から

　　　　の"卒業"を求めます。現

　　　　在もハローワークと連携

して社会参加予定者が数名おりま

す。もちろん利用者の意志とはる

かぜ書店営業目的が一致すれば雇

用が発生することもあります。今

後も、上町商盛会で新店舗《研修

場所》展開を求めていきます。

｢最近草刈りないんですか？｣Ａさ

んより問いかけがある。そんな時

草刈りの仕事が舞い込み、仕事の

最中｡｢なんでみんな草刈りやらな

いのかな｣意外な一言｡｢俺も最初

はありえねぇ､と思ったんだけど｣

｢仕方なく始めたものの､案外面白

かったんだよね｣｢決まりごとはな

いし､黙々と取り組める｣｢何でも

試してみよう､と思った｣同感!

「お父さんは冷たい・・・」

「オヤジはミリミリミリミリ

している」っと子どもが・・・

　9月は6人で2時間雑談しまし

た。父親の我慢大会話？正し

いお父さんの姿なのでしょう

か・・・。「(子どもに)余計

なことを言わない」と自壊し、

言いたいことを我慢している

父親。ところが「我慢してい

るうちはダメ」と妻が一言。

ハイ！その通りです。働き始

この本を読
まなきゃ

ローテ
ィの

ローテ
ィの

草刈りの楽しさとは

カウンセラーTAKITAのつぶやき

？？
？

めた子どもは責任感が高い、

決められた道筋でマジメにや

らなければならないと考え苦

しんでいる。父親はどう受け

止めたらよいのか。まじめに

悩んで大きくなる父親。

毎月第４日曜日
　　　午後３時集合

　Dad健在です
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