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　【１月１３日(日)第3回就労支援ネットワークフォーラム報告】　

　　～若者の現状、NPOの活動、商店街の取り組み、幅広く勉強できた　70名の参加で～

ひきこもりの若者への支援の必要性を感じて(参加者より)
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第48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

 生き辛さを抱えた若者たちと地域

がどのようにつながっていくか､ぼ

んやりとですが見えてきた感じで

す｡福祉が充実したヨーロッパ諸国

でも若者の社会参加(参画)が問わ

れているとの宮本みち子教授の基

調講演の事例からも､地域商店街の

活性化と若者の社会参加は無縁で

はないと実感しました｡また､山形

県農業関係者とのネットワークが

生まれ1年半余り､フォーラムに参

加していただき農業(第一次産業､

流通含め)とのネットワークも有効

という思いが深まりました｡

　かながわボランタリー活動推進

基金21協働事業として2年目｡学識

経験者(小林正稔准教授､為崎緑中

小企業診断士)を座長にNPO等5団体

と神奈川県2部4課とが進める就労

2008年  2月のアンガージュマンの予定2008年  2月のアンガージュマンの予定

編集
後記

　梅まつりの準備と山形物産市の発注と通

信の発行が偶然にも(？)重なり、もちろん

他の仕事もたっぷりとあってやりがいがあ

るのですが、それぞれの業務に支障が出な

いか心配です(笑)。支障が出ていたらご遠

慮なくご指摘いただけると幸いです。

　お手伝いをしてくださるという方がいらっ

しゃったら大大大歓迎ですので、どうぞ御一

報下さいね♪今月も字が多くて読み辛い通信

でした。ご容赦下さい。　　　　(島田徳隆)
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1:30　ギター講座

1:30　ギター講座
2:30　はるかぜ講座

1:00　キックオフ
　　　ミーティング
1:30　ギター講座
2:30　はるかぜ講座

2:30　はるかぜ講座

1:30　ギター講座
2:30　はるかぜ講座

12:00　昼食会

12:00　昼食会
1:00　キックオフ
　　　ミーティング
2:00 
    ラッピング講座

12:00　昼食会
1:00　キックオフ
　　　ミーティング
1:30　英会話講座

12:00　昼食会
1:30　乗馬講座

12:00　昼食会
1:30　乗馬講座

支援ネットワーク研究委員会の意

義を確認できるフォーラムができ

ました｡

　ご参加いただきました皆々様､芝

山一彦課長(商業観光流通課)､宮本

みち子教授､中野勝久副理事長(モト

スミ･オズ通り商店街振興組合)､福

島仁理事長(協同組合追浜商盛会)､

宮原茂理事長(上町商盛会商店街振

興組合)､誌面をお借りして御礼申し

上げます。

【アンケート感想より】

○子どもが外に出ようとした時､週

3､5日と働けない場合､自分の精神･

体調面により行ける時だけ通える

場所があるといいと思います｡準備

期間として｡

○自分のニート状態がはっきりと

把握することができないでいたの

で､専門家の方の話を聞けて明確に

なってくる部分がありました｡これ

からニート脱出を試みていきたい

と思います｡ありがとうございまし

た。

○ニートやひきこもり問題に何が

できるのか､自分自身がなりかねな

い危うさを持っているかもという

気持ちの中で､知人からフォーラム

のことを知り来ました｡神奈川のニ

　　　　　　（次のページに続く）

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　1:00クロス

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  1:00ウィル

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  1:00  未来　　 3:00 DAD

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  1:00  未来　　 3:00 DAD 

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　1:00クロス

3:00　フットサル
　　orベースボール

2:00　ヨガ講座
3:00　フットサル
　　orベースボール

1:30　人形作り講座

1:30
　販売士受験講座
3:00　フットサル
　　orベースボール

2:00～5:00
　　会議につき

　　  閉室

※は閉室の印です

講演をする宮本みち子さん

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

23 24

25 26 27

　趣味は自転車に乗ることです。最近乗ってないけど。唐突に書き出しましたが、最近のエコだかロハス

だかのブームで見直されつつあります。車を運転するようになると自転車が邪魔だ、などと思うようにな

るというのもよく言われていることです。しかしながら、更にもう一つよく言われることをここにあえて

書いてみることにしましょう。それは…。(言われなくとも分かっているという方は読むに及びませんが)

　小さな発見がある、ということです。キレイに言えば、四季の移り変わりとか、町の様子の変化とか、

でしょう。私が言いたいのはそれだけではありません。ちょっとしたつまらない、普段だと見過ごしてし

まうような些細なことも感じられる、ということです。日々の雑事に忙殺されて最近自転車に乗っていな

いので偉そうなことは言えませんが、例えば、ガードレールの汚れとか壁のしみとか、橋の欄干の間から

見える向こう側とか…etc。実にどうでもいいことなのですが、そんな細かいことに何かのヒントを得たり

空想を膨らませたりするのが面白い！これらも通勤やトレーニングで自転車に乗っているという目的があ

ると見逃してしまうようなことだと思います。ボンヤリ何も考えずにサドルにまたがってみる、という日

を設けてみてはいかがでしょうか。実に心豊かなひと時を過ごせることに違いありません。車庫の片隅に

眠る我が愛車も引っ張り出してみよう、と思う今日この頃。まだ気候は寒いけれどこれから春が来ます。

さかのうへのたはごと　　如月　　島田徳隆さかのうへのたはごと　　如月　　島田徳隆
☆2月の予定について☆

　山形物産市を3日連続で行います。皆様ぜひご来店ください。

　13～15日は梅まつり(商店街のイベント)のお手伝いです。ちょっと手伝ってみたい、と思う方ぜひ

お出で下さい。

　25～29日までの間の2泊3日で第2回山形農業体験会を行います。詳しい日程が決まりましたらホーム

ページ及びブログにて発表します。
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1:30
　販売士受験講座

1:30
　読み聞かせ講座

1:30　英会話講座

10:30
　アクセサリ講座

1:00クロス

1:00クロス

10:30
　映画館へ行こう
3:00　フットサル
　　orベースボール

山形物産市
　　 (どぶ板バザール)

梅まつりの手伝い 13～15日(上町商盛会)

10:30
　アクセサリ講座

第2回山形農業体験会
　　　※25～29日の間の２泊３日を予定
第2回山形農業体験会
　　　※25～29日の間の２泊３日を予定



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)
9～１１日　山形物産市
13～15日　梅まつり(上町商盛会)
25～29日　第2回山形農業体験会
　　　　～各種講座～
5日(火)22日(金)販売士受験講座
6日(水)ラッピング講座
6日(水)20日(水)
　　　　　　キックオフミーティング

8日(金)ヨガ講座
12日(火)読み聞かせ講座
15日(金)人形作り講座
19日(火)英会話講座
20日(水)乗馬講座
21日(木)アクセサリ講座
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～
毎週水曜日は昼食をみんなで！
　　　メニューを募集してます
ＰＣ講座は随時受付中！
29日(金)2:00～5:00会議につき閉室
第2回農業体験会実施日は閉室
　　～ネクストの予定～
29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～
随時、相談受付中。まず連絡を!
　～はるかぜ書店の予定～
開店日・開店時間変更しました
平日(9:00～18:00)開店土日祝閉店
　　～セルフヘルプ～
 2日(土)クロス      9日(土)ウィル
16日(土)未来　   24日(日)DAD

今月の予定

1月はクロスをお休みしました。

12日にウィル、19日に未来、27日

にDADが行われました。

フラリと…おしゃべりしにきませ

んか。お気軽にお越し下さい。

　寒き折、皆様におかれましてはいかがお過ごしでございまし

ょうか。本年もゆったりとお客様に優しい書店でございます。

講演会等々での販売もさせていただいてございます。ご遠慮な

くお申し出下されば、どこまででも出向いて販売させていただ

く所存でございます。よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　はるかぜ書店　横須賀市上町2-46　046-804-7883

『短期合格者だけが知っている! 「一発合格!」勉強法』

　　　　　　　　超速太朗 日本実業出版社 1365円

　今回紹介する本は、本当にオススメです！！

　資格取得のための勉強法に関するハウツー本はいろいろあり

ますが、この本はホントに目からウロコです。「繰り返しの魔

法」や「テキストを耕す」などの独特のノウハウが満載されて

います。

　【テキスト読込み】と【問題演習】はどちらか先にやるべき

か。みなさんどうお考えですか？普通なら「テキストで知識を

吸収しないと問題演習なんてできないジャン」と思いますよね。

そんな方はこの本を是非お読みいただき、これまでの凝り固ま

った頭を柔らかくして、資格取得を目指してほしいです。

                                          　　　（ローティ） 

活 動 報 告

お知らせお知らせ

（前のページの続き）

ート･ひきこもりの実態､商店街の課

題やコミュニティと人の自立との課

題整理ができたように思います。

○商店街には大型店･デパートには

ない気持ちの通い合う会話があり､

ぬくもりがあると思いました｡"ぬく

もり"がひきこもりやニートとして

自覚し気後れしている心に親しみの

呼び水的な効果があり､日々の中で

自信に気づく機会となって欲しいと

感じました。

○ひきこもりやニートを個人的な資

質だけでなく､社会全体の問題･課題

としてとらえることができた｡若者

の｢自立｣とは何か?｢結婚すること｣

｢就労すること｣など人生の段階で

とらえることではなく､人生の過ご

し方､全体を通して考えることがで

きた｡商店街の連携は組織のリーダ

ーシップが大きな要因と思う｡良い

リーダーの話が伺えた。

○企業の経営者にも聞いてもらえた

らという気がしました｡社会の環境

をもっと人間らしく生きていけるよ

うにしていく必要があると感じまし

た。

○農業が出来ることは何か､我々が

社会に出来ること､我々のメリット

になること､win-winの関係で､これ

からの事業を考えていきたいと思い

ます。

○宮本先生の講演は学術的なまとめ

1.利用に当たっては会員(社員)となっていただきます。

　△相談は非会員でもお受けいたします。

2.フリースペース、キックオフ、学習サポートは「月」契約です。

　○利用料金は前月末日に納入　　銀行口座振込

3.相談コーディネートは「年」契約です。期間は１年間。

　○利用料金は契約時に納入　　　銀行口座振込

4.相談、講座受講は「１回ごと」利用となります。

　○相談料、講座料は受講前に納入　　現金及び銀行口座振込

　△キックオフ受講者は相談、講座は無料です。

5.実施月の５日までに納入がない場合は、お電話を差し上げます。

6.実施月の10日までに納入がない場合は、ご請求いたします。

※初めて入会される会員の方につきましてはご入金いただく前に

事務局までご連絡下さい。　046-801-7881　(事務局:町田美奈恵)

　○年会費 1家族 5,000円

　○お振込先　三浦藤沢信用金庫上町支店　普通預金　0142122

この本を読
まなきゃ
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利用者およびご家族の皆様へお願い

キミは私の心の中に…

A's

　フリースペースの中学生が｢学校ってさ…｣と切り出した｡｢学校について語る

ようになるんだ｣と感心して耳を傾けた｡｢"学校の授業を受けていない""学校生

活を送っていない"自分のことを､そんなに気にしているんだ…｣と共感した。

　多くの親たちや先生方は､学校から足が遠のくと｢怠けて｣｢だらしなく｣と考

えて､学校へ引っ張ろうとするが､子どもたちは｢学校へ行かない､行けない自分

を責めている｣ことに気がつかない｡子どもたちに学校へ行く勇気を期待するが､

実は子どもたちは勇気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から学校へ行くことは

を出して学校を休んで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決められていると思う程

いるのだ｡なぜならば､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に｡その道から外れるこ

学校へ行って当たり前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とに恐怖と不安を強く抱

ということは子どもた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いている｡だから､腹痛や

ちが実感として既に持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頭痛に襲われ､トイレや

っている｡オーバーに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自分の部屋に立てこもる

言えば生まれたとき　   

                         このことを指して"怠け""不真面目"と言うのは誤解もはなはだしい｡自分を傷

　　　　　　　　　　　　つけ､自尊感情を押し殺し､｢僕は必要ない人間｣｢私は何で生きているの｣と問い

　　　　　　　　　　　　続けている｡

　　　　　　　　　　　　　ここまで子どもを追い込む親､家庭､先生､学校､そして社会･世間｡子どもの　

　　　　　　　　　　　　生きる力を信じられない､生きる力を引き出せない現代社会とは何だろうか？

　　　　　　　　　　　　子育てや教育に失敗も遠回りもない､あるのは子どもの数だけの成長の軌跡だ｡

　　　　　　　　　　　　どんな生き方でも受けとめることのできる力が､家庭や学校や社会に問われて

　　　　　　　　　　　　いる｡もっと子どもを信頼し､成長を期待しよう｡大人であるあなたも､祝福され

　　　　　　　　　　　　信頼されて大人になったのだから。

　　　　　　　　　　　　　１月にいくつかの講演をしつつ､自分を振り返り大人とは?と自戒｡(滝田衛)

カウンセラーTAKITAのつぶやき

サッカーをする

　　(緒明山公園にて)

学習の様子(写真右上)

A's

と歴史的構成が主なものと思われま

す｡世界はどうでも､日本の現実と国

内独自の現実の対処と展開の説明が

欲しかった｡フォーラムについては

各商店街の代表の方､同じ若者でも､

ひきこもり等経験者の若者との関係

はどう考えるのかを話してほしい｡

全体としては良かったと思います｡

○若者の側の意見が出てくればもっ

と良いかなと思いました｡もっと生

き辛さを抱える人々にとって､働き

やすい場所､社会と家庭(家)の中間

の様な場所が横浜含め県内に増えて

欲しいです｡欧米に比べて日本の状

況はまだまだ遅れていると実感しま

した。

　来る3月20日には､この反省を生か

して､当事者の声ともども地域の活

性化と就労支援ネットワークの課題

を一層明確にする所存です｡今後と

もご支援､ご提言をお寄せいただき

たくお願い申し上げ､報告といたし

ます｡感謝。　　滝田衛(事務局長)




