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山形農業体験ツアー　行ってきた！
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第45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

　ようやく待ちに待った山形県へ

行って来ました。今年初めにポツ

リと話したことがこのような形に

て実現いたしました。これも多く

の方のご支援と関係者のご尽力に

よるものです。誌面を借りて厚く

御礼申し上げます。

　10月15日(月)から10月17日(水)

の2泊3日盛り沢山の行程でした。

午前7時に横須賀を出発し、8時に

は横浜で小田原より来たNPO法人

子どもと生活文化協会の12名と横

浜から㈱K2インターナショナルの

14名と合流し、バスに7時間揺られ

山形へ(人数はスタッフを含む)。

アンガージュマンからは3名参加。

現地で為崎氏と滝田と合流しまし

た。山形は肌寒く神奈川と違う気

候に遠くまで来た実感があります。

　まず飯豊町に到着し山形県農業

振興機構と山形県農業担い手支援

センター、そして山形県農林水産

部経営安定対策課の方々に迎えて

いただきました。

　その後はすぐに体験へ。まずは

同町の田中農園で花卉栽培を。園

主の田中氏は山形県新規就農者ネ

ットワーク(以降ネットワークと

略記する)事務局長です。付近の

農家の方々とネットワークの方々

にサポートに着いていただき4班に

分かれて、作業を行いました。種

蒔き用の土詰め、挿し芽を取りプ

ラグに挿す、株を良くしたり容姿

2007年11月のアンガージュマンの予定2007年11月のアンガージュマンの予定

◆高校進学など進路個別相談会◆

　○11月1日(木)～9日(金)12日(月)～16日(金)　午後5時～8時　アンガージュマン・よこすか

　　個別相談　1時間程度　高校選択、学校・教師との面談の進め方、学習及び学力向上方法、受験準備

　　(学校の役割、本人の役割)等の各種相談　費用5250円　進路決定までサポートいたします

★体験談を聞く会★ボランティアグループ未来主催

　◎11月4日(日)　午前10～12時　アンガージュマン・よこすか　不登校の親の進路体験談　無料

　　進路選択の手続き等の情報を提供します。具体的なアドバイス致しますので是非ご参加ください

編集
後記

　草刈り続きの今年度でした。最初はキツ

いなぁと思いながら取り組んでいましたが、

慣れてくると気持ちいいし、楽しい作業で

す。定期的に草むしりの仕事も入ってくる

ようになりちょっと嬉しい今日この頃。

　それだけでなく、今回の農業体験ツアーで

は作業が楽チンに感じました♪どこでどんな

経験が生きるやら分かりませんね。いっその

こと就農してしまおう！？それでもこの体験

は山形物産市に役立ちそうです。(島田徳隆)
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12:00　昼食会
1:30　乗馬講座

12:00　昼食会
1:30　はるかぜ講座

12:00　昼食会
1:30　英会話講座

1:30
　ラッピング講座

1:30　
　販売士受験講座
1:30
　読み聞かせ講座

11:30　社会見学
6:00スタッフ研修会

を整える為の切り戻し、の三種類

の工程を体験しました。150坪の軽

量鉄骨ハウス2棟と露地150坪とい

う広い農園でしたが、聞けばこれ

でも小規模だそうです。広いハウ

スの中一面に敷き詰められた鉢を

見て、途方もない作業だ、と感じ

たのが正直なところです。ただ、

熱中すると止まらない面白さがあ

るのではないか、とも感じました。

農業を始めるということは大変厳

しいと、移動のバスの中で田中氏

は語ってくださいました。家族の

了解を得ることも厳しいし、継続

していくことも厳しい、しかしな

がら以前から農業をしたい、とい

う情熱を抑えられなかった、若い

うちに始めたかった、と氏は語り

ます。

　その後は宿泊場所の大山自然公

園へ。丘の上に樹の香りたっぷり

の綺麗なコテージが立ち並び、野

趣溢れる施設です。夕食会場はほ

ぼ360度展望できる立派な研修室に

て。ネットワーク会長の山川氏が

中心となり、1班が夕食の準備を

行いました。

　アンガージュマンでは山形の

食材を食べなれていることもあり

目新しさを感じないメニューでし

たが、とにかく美味しかった！私

事ですがブログにも書いたとおり、

こんなに美味しい肉じゃがを初め

て食べました。これだけでも山形

へ来た価値があるというものです。

ブレーカーが飛ぶというハプニン

グもあり、炊飯には失敗しました

が、それもご愛嬌。充実した夕食

に翌日からの行程に期待度も高ま

ります。

　第二日目は朝食に山川氏の農園

で収穫されたトマトを使ったスー

プが出ました。これが絶品。トマ

トの甘みと濃厚な風味が実に素晴

らしいものでした。今後私たちの

山形物産市でも売っていきたいと

思いますので、どうぞご利用くだ

さい。自信を持ってお勧めします。

　最初の作業は山川氏の農園でト

マトを収穫、選別、箱詰めの体験

です。まだ青みが残るトマトを収

穫するのは家庭菜園で当日食べる

ものを収穫するのとはわけが違い

難しいものでした。また、選別と

は傷物のトマトをはじいたり、大

きさによって分けたりと判断の難

　　　　　　　　　(次頁に続く)
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1:30　人形作り講座
2:00　PC基礎講座
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　　orベースボール

2:00～5:00
　　会議につき

　　  閉室

1:00　キックオフ
　　　ミーティング

※は閉室の印です

土詰めの作業(田中農園にて)
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さかのうへのたはごとは次頁に

掲載しております｡ご了承下さい
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よこすか産業まつり(三笠公園)



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)
3日(土)4(日)　山形物産市(ドブ板)
　　　　よこすか産業まつり(三笠公園)

１１日(日)　山形物産市
　　　　～各種講座～
2日(金)12日(月)
　　　　　　キックオフミーティング

6日(火)20日(火)販売士受験講座
7日(水)12日(月)21日(水)26日(月)
　　　　　はるかぜ講座
13日(火)ラッピング講座
14日(水)乗馬講座
16日(金)人形作り講座
20日(火)読み聞かせ講座
22日(木)アクセサリ講座
27日(火)社会見学(タンテ)
28日(水)英会話講座
毎週月曜日はギター講座
毎週金曜日はフットサルor野球
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！
30日(金)2:00～5:00会議につき閉室
　　～ネクストの予定～
30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～
16日(金)1:30　ＳＳＴ
随時、相談受付中。まず連絡を!
　～はるかぜ書店の予定～
平日(9:00～19:00)開店しています
　　～セルフヘルプ～
3日(土)クロス    10日(土)ウィル
17日(土)未来　   25日(日)DAD

4日(日)体験談を聞く会(主催:未来)

今月の予定

10月は6日にクロス、13日にウィ

ル、20日に未来、28日にDADが行

われました。

　ローティ氏の書評いかがでござるか？氏にご批評やご感想な

どをお送りくださるときっと励みになることと思うでござる。

　さて、はるかぜ書店ではブログなるものを再開してみたゆえ

多くの者の閲覧を切望する次第でござるぞ。如何せん、未熟者

につき至らぬところもござろうが、是非ともご高覧頂きたいと

書店員一同、考えてござる。コメントなる代物を書き込むこと

出来る双方向の情報技術であり、とても便利であるが、書き込

む時には是が非でもお手柔らかにお願いしたい。

　ブログの閲覧のついでに書店の方へも足を向けて頂きたいも

のでござるぞ。一同首を長くして待ってござる。

　　　　　　　はるかぜ書店　横須賀市上町2-46　046-804-7883

シュレディンガーの猫がいっぱい

～「多世界解釈」がひらく量子力学の新しい世界観～

和田純夫著　河出書房新社　¥1,500-

正直言って、かなり興味深い本です（笑）。物理学の本ですが、

数式はほとんどなく、ひょっとすると哲学っぽい内容です。

「同時進行する多数の世界」があるなんて奇想天外なことが、

やさしく書かれています。

新しい発想というのはあまりに奇抜すぎて、怪しい感じがしま

すが、その「発想」が次の発見の種になってたりするんだなと

考えさせられる本です。

『読書の秋』に読んでみてはいかがですか？　　　（ローティ） 

活 動 報 告

秋の大収穫祭秋の大収穫祭

(前頁より)

しい作業でした。傷がつくトマト

ほど美味しいということで、それ

が市場に出回らないことにもった

いなさを感じながらの作業になり

ました。トマトの大きさにあわせ

てパックに詰め、それを箱に入れ

る作業というものも迅速かつ丁寧

に行うことは困難を極めます。山

川農園ではパートさんや氏の奥様

のご指導を受けました。長さ90m

にわたるハウスが何棟も並び、迫

力ある農園です。2時間近くにわ

たる作業を終えた後は場所を河北

町に移して昼食へ。昼食は地産地

消弁当ということで地元の農産物

を使用したおかずが13品も入った

彩り豊かなもの。地元のお母さん

方がグループを作りお弁当を提供

しているそうです。

　午後は同町のネットワーク副会

長牧野氏のまきの農園で里芋を掘

りました。一時間という短時間の

作業ゆえあらかじめネットワーク

の方たちで掘って下さり、私たち

は土を落として芋を一つ一つ剥が

し取るという作業をしました。牧

野氏のご両親と近所のおばちゃん

たちが暖かく迎えて下さいました。

里芋畑の隣にはオクラや唐辛子、

ナスなどの野菜が植えられており、

虫に食われている様子などを見て

「ほったらかしてるだけだよ」と

謙遜されているのでしょうが、安

　10月22日～24日に上町商盛会の秋の抽選会「秋の大収穫祭」を

行いました。アンガージュマンでは受付をお願いされ、ガラポン

にくるお客様の対応をしました。３時間毎のシフトを組み、色々

な人に参加してもらいました。中学生にはキャリア教育になった

かな？大人にも刺激的な体験だったようです。商店街の方々も１

時間毎に入れ替わり、その都度色々なコミュニケーションが取れ

たようで、また、お客さんとのやりとりが面白かった、という感

想もありました(滝田記事参照)。

　いよいよ11月3,4日によこすか産業まつりが三笠公園で行われ

ます。収穫祭で鍛え上げられた軍団が産業まつりでも奮闘します。

上町商盛会ブースはかなり目立つ位置にありますので、是非、彼

らを励ましに見に来て下さいね。同時にドブ板バザールで山形物

産市もやってます。新米美味しいですよ！横須賀を散策するとど

こかでアンガージュマンに出会います。(上町商盛会 島田徳隆)

全･安心な野菜を作っていらっしゃ

ることを感じました。

　今回の農業体験会の目的は農作

業をするだけでなく、農業全般に

関わるシステムを知ることでもあ

ります。そのため、里芋を収穫し

た後は山形市内にある㈱丸勘山形

青果市場へ行き出荷と流通につい

て体験していただくという趣向で

す。現在はインターネットが発達

しているため、従前の市場のスタ

イルとは様変わりしておりました。

それでも広い市場の中に入ること

は滅多に出来ない貴重な体験だっ

たのではないでしょうか。開発部

部長の橋本氏に案内していただき、

現在の農産物の価格がどのように

して決められるのか、安定して売

れる農産物を作るにはどのように

したらよいのか(ブランド品を作

る)、など。ここでもやはり農業

を取り巻く環境が極めて厳しいと

いうことを伝えられました。午前

中に箱詰めしたトマトを出荷する

作業を行い、最後に社長の挨拶を

受け、市場を後にしました。

　二日目の最後は温泉で汗を流す

という贅沢な試み。ゆっくり湯に

浸かるというわけにはいきません

でしたが疲れもきっと癒されたこ

とでしょう。

　宿に戻ってからは収穫した里芋

を使って芋煮を作りました。山形

といえば…芋煮会ということもあ

り、外に鍋を出して獲れたての芋

を煮たのですが…。やっぱり、と

いうべきか、ネットリとした甘い

里芋に感動！シンプルな料理にも

関わらずおかわりをしている人が

多かったのは素材が抜群に良かっ

たからに他なりません。最後にう

どんとカレーを入れたらこれもま

た絶品でした。農業振興機構の小

笠原局長に簡単な山形弁講座をし

ていただき、場を和ませて下さい

ました。ちなみに「いっとうさぎ

山形さ、いぐべ」は「まず最初に

山形へ、行こう」という意、…で

いいんですよね？

　三日目は朝日町の山中にある果

樹園白雲でリンゴの葉摘みと収穫

体験を行いました。園主の松藤氏

はクールな物腰とは裏腹にアツい

方です。次回は参加者のみんなに

アツい語りをお願いしたい、と思

います。松藤氏だけでなく米沢市

でリンゴ農家を営む鈴木氏も指導

に加わり「ふじ」の葉摘みと「王

林」の収穫のグループに分かれ、

二時間弱の体験をしました。葉を

摘むことは自然に反する為、なる

べく摘まないようにしつつも日光

を当てて色づきを良くするための

作業。どれだけ摘んだらよいか、

迷いながらの作業は加減が分から

ず難しいものでした。収穫も傷が

付かないよう細心の注意を払い、

　　　　　　　　（次頁に続く）

この本を読
まなきゃ

ローテ
ィの

ローテ
ィの

　疲れたときに車の中で聞く曲はゆるいテンポのものか落ち着いた「おとな」っぽい曲が中心です。ここ

数年は女性ヴォーカルを主に聞いています。そんな時に先月当コラムに書いた通りフリートウッドマック

のような混成バンドはありがたいと思います。「おとな」っぽい音楽にはまだまだ付いていけない「お子

様｣なので、CDだけで我慢我慢。そんな「お子様」な人には８０年代なんていかがでしょうか？洋の東西

を問わず軽～いノリの音楽が氾濫していた時代です。時には聴いてるうちに頭が痛くなるような電子音や

鼻にかかるブリッ子(死語)のヴォーカルは元気が出ること請け合いです。特にお勧めなのはストック、エ

イトケン、ウォーターマンのプロデューサーグループが出した一連のもの。カイリーミノーグなんて今聴

くと却って新鮮な印象すら受けるはず。中古CDなら市場にやたら出回っていますのでビックリするくらい

格安で入手できます。これを機会に騙されたと思って是非御清聴いただきたい！邦楽ではやっぱりアイド

ルでしょう。十数年前に首都高湾岸線を走っている時に聴いた吉川晃司は今でも鮮烈な印象が記憶に残っ

ています。都会的な雰囲気の背景になぜかピッタリの音だったのですよ、その時は。ブリッ子でなくてす

みませんが、ぜひお試しあれ。これもまた市場でダブついてますからすぐ見つかるはずですよ。

　前回のコラムを読んだ方にディランのDVDをお借りしました。２０年前のものでしたが、やっぱ…コレ♪

さかのうへのたはごと　　霜月　　島田徳隆さかのうへのたはごと　　霜月　　島田徳隆

よこすか産業まつり
　　　　　もよろしく！



(前頁より)

商品を扱う心構えを伝えていただ

いたように感じました。また、は

しごを上りながらの作業にはネッ

トワークの方々もかなり注意を払

って下さいました。終了間際にお

土産の「王林」をいただき、すが

すがしい山の中のリンゴ園を後に

しました。朝から雨が降り、一時

はどうなることかと思った作業で

したが、作業時には晴れ、とても

気持ちのいい体験で最後を飾った

ことと思います。

　その後昼食をかねて修了式を行

いました。山形県農林水産部経営

安定対策課課長の藤原氏による挨

拶と修了証書授与で式は終わりま

した。最後に前日収穫した山川農

園のトマトと鈴木氏のリンゴ「陽

光」をいただき、山形を後にしま

した。

　車中７時間の長旅のため、ビデ

オを用意しましたが、DVD機器しか

なく見られず。用意の悪さが露呈

してしまいました。また、山形に

関する思いを語ろうか、とも思っ

たのですが、蛇足に過ぎず、却っ

て参加者各人の感傷の邪魔をする

のではないかと思い、淡々と車中

を過ごしていただきました。

　参加者のアンケートによれば実

によい反応が得られたように思い

ます。アンガージュマンでは全く

力不足であるため、参加者を始め

山形で迎えてくださった方々、今

回の体験会に関わって下さった全

ての方々に感謝の意を表します。

　そして、次回も開催できるよう

努力することを誌面で誓います。

　今回収穫した里芋は上町で行わ

れたイベント「秋の大収穫祭」に

出店させていただき、販売しまし

た。形の整わないものは芋煮にし

て振る舞い、どちらも大変好評を

得たことを誌面にて報告させてい

ただきます。昨年来商店街の方に

は里芋を楽しみにしている言葉を

かけていただいたこともあり、一

年間山形物産市を行ってきたこと

を改めて実感いたしました。

農業体験会について１０月２３日

付神奈川新聞に掲載されました。

　　　　　　　　　（島田徳隆）

花卉栽培体験
田中氏の説明
を聞く

飯豊町花卉
農家集結！
(トラック編)

まきの農園にて
里芋掘り作業

山川氏就農
を語る

小笠原局長の
　山形弁で
　しゃべら
　　　ナイト

山川農園のハウスと
　　トマト選別作業

藤原課長の挨拶と
修了証書の授与

　松藤氏のリンゴ収穫作業
　　収穫した王林

リンゴ収穫作業指導中
　　　　　　の石澤氏

　↑
山形といえば芋煮
　　　　　↓

初日の夕餉♪
肉じゃがは小皿に

丸勘青果市場にて
　　　出荷体験

とある
　昼食の
　　様子



人と接する自由。何れも自分自身

の自由度の理解に関することなの

ではないでしょうか？　人との交

流を結ぶ、即ち自分自身の自由度

の広がりを確認する作業なのです。

それゆえに、私たちにとって自由

の保障は大きな事業です。同時に

自由の獲得は当事者の皆さんにと

って発達成長の偉大な事業なので

はないでしょうか？　アンガージ

ュマンのフリースペースが自由を

提供できているかどうか、私たち

は毎日試行錯誤しながら進んでい

きます。ご参加下さい。

　　　　　　　　　（滝田衛）

　フリースペースの活用、やさし

そうで難しいのがフリースペース。

「人が苦手なんです」「人と話す

のは緊張するんですよね」、こん

な言葉が聞こえてくるフリースペ

ース。そこで、１０月から３講座

増やしたり昼食会を５回と多くし

たり、利用可能性を広げ、人と出

会う機会を多くしてみました。ま

た収穫祭（上町商盛会イベント）

の有償ボランティアも延べ２５人

の人が参加してくれて盛況でした。

「アンガージュマンって、文科系

の講座が少なかったですよね！読

み聞かせ講座、いいっすね。面白

かったです。」とはK君の感想で

す。「お客さんと話す機会が増え

て嬉しかったですよ、テンション

あがりますね。」と収穫祭参加の

T君の言葉です。

　不登校やひきこもりの人たちが

共通して言うことは、「人と話す

ことが苦手」です。同時に共通す

る願いは｢友達がほしい｣です。な

んだか矛盾する二つの言い回し？

　どっちが本当なのでしょうか？

　不登校やひきこもった原因は人

との関係、だから人と距離を置い

て家の中にひきこもった。しかし

不登校やひきこもりから抜け出そ

うとした時、友達を求める結果と

なったということです。

　そうです、人から離れる自由と、

A's

　ご心配をおかけしております、自宅療養中の代
表:小柳良につきましては医師の診断により12月末
まで療養のためお休みさせていただきます。ご了
承くださいませ。なお、多くの方より励ましの言
葉を賜り厚く御礼申しあげます。
　スタッフ一同一丸となって全力を尽くして職務
を遂行致しおりますが何分にも力不足の面もござ
いますため、引き続きご指導のほど賜りますよう
お願い申し上げます。
　会員・関係団体・支援者・諸機関の方々には、
多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますが、今
後もどうぞよろしくお願い申し上げます。　　
　　　　　　　　　　　　　理事・スタッフ一同

会員・関係団体・支援者
　　・諸機関の皆様へ

　グローブやバット、ゴールなど野　　　　　　　　　シャトルも不足しております。
球用品やサッカー用品がおうちに眠　　　　　　　　　　　スポーツ用品のみならず、コップも
っていませんか？もしご不用になり　　　　　　　　　　　割れまくって減ってきました…。
ました物がございましたら、ぜひお持　　　　　　　　　　有効に利用させていただきますので
ち下さい。卓球用の球やバドミントンの　　　　　　　　　どうぞよろしくお願い致します。

不用品の
　御寄付の
　　お願い




