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　豪雪とはこのことだ！雪の中で黙々と作業をするぞ！！

　　第２回山形農業体験会に参加
　　　　　　　　　　　　２団体総勢１０名が雪をかき分け果樹園へ…　　　２/２７～２９

　豪雪とはこのことだ！雪の中で黙々と作業をするぞ！！

　　第２回山形農業体験会に参加
　　　　　　　　　　　　２団体総勢１０名が雪をかき分け果樹園へ…　　　２/２７～２９

第49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

 

　２/２７～２９にかけて２泊３日

で開催されました、第２回農業体

験会の模様を記すことに致します。

前回は総勢３０名強という大人数

で様々な体験をしました。今回は

作業の強度を上げ、強く希望する

人のみに絞り、少人数でじっくり

と作業に従事する、ということが

主な目的となります。

　参加者はNPO法人子どもと生活文

化協会(略称：CLCA)とアンガージュ

マンよりスタッフを含めて総勢

１０名が参加しました。ほとんど

は前回１０月の第１回農業体験会

に参加した精鋭（？）ばかり。

　しかしながら、雪をかき分けて

約２キロの農道を歩き、果樹園に

て作業をするという過酷そうな日

程につき、行く前からスタッフも

戦々恐々としていたとかいないと

か。果たして作業が出来るのか否

か、ドキドキしながら向かいます。

　バスにて横須賀を７時に出発。

途中横浜にてCLCAからの参加者を

乗せ、一行は山形へ。約７時間強

の長旅。前回ビデオを用意したも

のの車載機器はDVDということで、

レンタルビデオが無駄になったと

いうご愛嬌もありましたが、今回

は車載機器を事前に十分チェック

した結果、ビデオを持参。

2008年  3月のアンガージュマンの予定2008年  3月のアンガージュマンの予定

編集
後記

　編集後記というか、いつも反省文となっ

ております。そんな流れに反することなく、

今月号も発行が遅れてご迷惑をおかけいた

しました。単なる言い訳でありますが、何

といっても２月はイベントが目白押しでし

た。きちんとした見通しを立ててスムーズに

事に当たればよいだけの話ですね。

　そんなあばうとな私にお付き合いくださる

皆々様には今後も多方面にご迷惑をおかけい

たしますが、どうぞよろしく。　(島田徳隆)
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車内でボルテージを上げるべく、

山形の四季を見て、山形で新規就

農した人の番組を見、最後に山形

で撮影をした映画「蝉しぐれ」。

その頃には東北道から山形道へ。

東北道では雪があまりなかったの

ですが、山形道は雪のため通行止！

ただし、運よく直前に通行止が解

除され若干のロスはあったものの

無事に山形入り…す、すごい雪に

一同愕然！？山形県内に入るや、

それまでと風景が一変しました。

見渡す限り白と黒。緑の樹木のは

ずが、黒にしか見えません。これ

ぞ水墨画の風景だ、などと車内だ

からこそ悠長なことも言ってられ

るのです。

　第一日目はまず宿泊地のAsahi自

然観へ。当地はスキー場というこ

とで、山形の下界よりも雪の量が

段違いに多く、バスより高く積も

る雪にさらに一同は…！！到着す

ると山形県の方、山形県新規就農

者ネットワークの方のお迎えもそ

こそこに長靴に履き替え、コテー

ジまで荷物を運びます。

コテージへ各々が荷物を運び終え

ると、開講式が始まります。今回

のメインとなるりんごの果樹園の

責任者である松藤氏がリーダーと

いうことで、開講の挨拶をしてい

ただき、体験会が始まりました。

　雪に慣れていない参加者も多く、

まずは雪に慣れることを目的とし

たプログラムが組まれており、雪

灯ろう作りを行います。また、翌

日の雪中訓練（？）のために、雪

国ではお馴染みの「かんじき」を

履く練習を行いました。

　実は雪国でお馴染みと言っても

最近ではあまり使われることもな

くなったそうで、山形の皆さんも

装着に苦労したとか…。

　夕食までのひと時を雪の降る中、

黙々と雪灯ろう作りが行われまし

た。本格的なものは短時間で製作

することが難しい為、バケツに雪

を詰め、ひっくり返したものの横

に穴を開け、ろうそくを立てると

いう簡易なもの。それでも何本も

の雪灯ろうがコテージを取り囲む

様子はとても幻想的でしたよ。

　夕食は班ごとに準備をし、皆で

食べようということになりました。

もちろん食材は新鮮な野菜が中心。

山形物産市でもお馴染みの野菜が

並びます。初日の夕食は鍋。水菜

(別紙へ続きます）

(さかのうへのたはごとは次頁へ)
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はるかぜ書店だより 今月の予定

2日にクロス、9日にウィル、16日

に未来、24日にDADが行われまし

た。今後の活動についての詳細は

記事をお読み下さい。今月も皆様

のお越しをお待ちしております。

　いよいよ３月、待ちに待った春がやってきますね。まだまだ

風も肌寒く、暖かな日差しが恋しい季節です。屋号のとおり、

暖かな風を皆様に届けます。どうぞよろしくお願い致します。

行楽の春ですからお近くの温泉や、以前オススメした東京散歩

などをお考えの方、書棚に並んだ旅行雑誌などをご参考にされ

てはいかがでしょうか。机上の旅も悪くないかも…。

　　　　　　　はるかぜ書店　横須賀市上町2-46　046-804-7883

『哲学ディベート　〈倫理〉を〈論理〉する』

　　高橋昌一郎　　ＮＨＫブックス　￥ 1,218（税込）

　

　今回、紹介する本は一見難しそうですが、難しいです･･･なん

ちゃって。決して難しい本ではありません（笑）。取り上げてい

る題材は、例えば「代理出産」や「安楽死」など真面目な内容で

すが、とても平易に書かれています。それは、大学のゼミでのや

りとりのような場面設定になっているからです。しかも「ディベ

ート」とは言っても、決して相手を論破することを目的とするも

のではなく、それぞれの意見を比較検討しながら自分の意見をま

とめていくという、むしろ「ブレーンストーミング」のような形

式を取っています。そして、最後は読者が考えるという仕掛けに

なっており、解答が提示されていません･･･この辺が少し物足り

なさを感じるかもしれませんね。　　　　　　　　（ローティ） 

活 動 報 告

お知らせお知らせ

　２月２４日（日）午後３時、三々

五々父親たちが集まりました。子ど

もの話に行くかと思えば、父親自身

の生活ぶりの話へ。と思いきや再び

子どもの将来の話へ。最後は自身の

定年、再就職、ハローワーク、そし

てお定まりは減らされる年金問題へ

と。

　そこへ大湊雄治さん

（インターネットで餃子

屋を営業。月例１１日山形

物産市で餃子好評販売中！近いう

ちに３世代をつなぐ食べ物屋開業予

定）が登場し餃子をふるまってくれ

ました。どこからともなくビール

が？

　ご機嫌な会話が５時過ぎまで続き

ました。父親たちは「なんでもやり

ます」と語気を強め、子どもたちの

社会参加できる場づくり、そして就

労支援への緩やかな社会環境づくり

を願い、散会しました。

化する親の課題について、予断を許

さない状況に頭を痛めているのが実

態とのことです。アンガージュマン

としては、保護者とのかかわり方の

大切さを感じていること、不登校に

ついては学校や行政は子どもと親か

ら真摯に学ぶ課題がまだあること、

ひきこもりについては多様で積極的

な社会環境づくりが緊急かつ重要で

あることを話しました。そこで、次

　　　　　　　　年度は自助グルー

　　　　　　　　プ未来・ウィルの

　　　　　　　　定例会がアンガー

　　　　　　　　ジュマン保護者会

と共存、同時開催することを確認し

ました。　　（事務局長　滝田衛）

　月末２６日（火）夜、未来とウィ

ルの代表者4人と今後の自助グループ

の進め方を話し合いました。未来は

不登校の取り組みに一定成果を得て、

今後は教育行政・学校に委ね進路相

談会などを行わず、最小の定例会に

限定するそうです。ウィルは益々個

別化し深刻化する若者の実情と高齢

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ローテ
ィの
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利用者およびご家族の皆様へお願い

　食育、などと書き始めると多方面から｢お前が何を言っているんだ、悪食のくせに｣と野次が飛んでくる

に決まっています。そんなわけで、偉そうなことを書けませんから、好きな食べ物のことなどを記してお

茶を濁そうかと思いつきました。昨年８月葉月の当コラムでもちょっとだけ食育のことに触れようとした

ことがありましたが、何分にも底が浅いため、山形の食品について書いてお茶を濁したことと思います。

　特にこれと言って大好物が思い浮かぶわけではありませんので、誰もが好きなラーメンについて書いて

みましょう。いつからかどういうわけか流行しているご当地ラーメンですが、私の好きなラーメンといえ

ばトンコツベースのラーメンです。九州のラーメンはどこも白濁したトンコツスープが一般的のようです。

高校の修学旅行でホテルを抜け出して食べた屋台のラーメンが一番美味しかった。これに勝るものは未だ

に出会ったことはありませんが、きっとその場の雰囲気もあったのではないかと思います。それ以外では

[オススメできませんが]福岡は久留米の「魁龍」というラーメン屋のラーメンは忘れられません。スープ

を飲もうと丼に顔を近づける度に吐き気を催すほどの臭いに、最初は顔を背けたくなるのですが、食べ進

むに従って、これが病みつきになってくる、という表現しがたい美味さ。隣で食べていた家族のお母さん

などは「くさい、まずい」とハッキリ言ってました。書いていたらやっぱり食べたくなってきた…。

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

餃子とビール
　何でもやります宣言！

当事者と親の声に学び、
　　　　　社会環境づくりへ

　　　絵本の読み聞かせ
～オリジナルストーリーを作る

【未来・ウィル・Dad】
　　法人と共存へ　親たちの願いと思いを
【未来・ウィル・Dad】
　　法人と共存へ　親たちの願いと思いを
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ので、仕事だけでなく、お喋

りも楽しみの一つだったりし

ます。普段アンガージュマン

にいると顔を合わせない方ば

かりですが、人情味溢れるお

ばちゃん、おじちゃんとの交

流はかえって新鮮です。寒さ

も吹き飛ぶ暖かさを感じたこ

とでしょう(上町商盛会島田)

　２月は上町商盛会恒例のイ

ベント「梅まつり」が行われ

ました。今回も毎日１０時か

ら６時まで寒さをものともせ

ず、アンガージュマンの子ど

もたちと若者たちがガラポン

(抽選会)のお手伝いをしまし

た。商盛会の各商店よりかわ

るがわるお手伝いさんが来る

～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)
１１日(火)　山形物産市
2１日(金)　第4回就労支援フォーラム
　　　　～各種講座～
6日(木)ラッピング講座
10日(月)12日(水)
　　　　　　キックオフミーティング

11日(火)読み聞かせ講座
14日(金)人形作り講座
15日(土)ヨガ講座
18日(火)英会話講座
19日(水)乗馬講座
アクセサリ講座はお休み

7日(金)14日(金)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
（26日(水)は昼食お休みします）
ＰＣ講座は随時受付中！
24日(月)～31日(月)まで閉室
　　～ネクストの予定～
31日(月)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～
 1日(土)クロス      8日(土)ウィル
15日(土)未来　   23日(日)DAD

 月末は春休みです。閉室の日が
 ありますのでご確認下さい。



(巻頭より)

たっぷり具沢山のヘルシーな鍋。

鍋をつつきながら参加者とスタッ

フの交流を図ります。夜はかまく

らの中でも交流を深めたとか？

　

　

　

　一晩中雪が降り続き、朝も雪が

止むことはありません。そんな中

朝食も班長を中心に自炊します。

作業の合間に食べる昼食のおにぎ

り作りも自分の分は自分の手で握

るのでした。

　二日目は今回の農業体験会の中

心となる作業の日です。１ｍを越

す積雪の道を２キロ弱歩くという

道のりだけでも一作業に匹敵する

重労働といえます。過酷ではあり

ますが、途中で脱落しても大丈夫

なようにスノーモービルとテント

が用意されておりました。

　途中公民館までバスで移動し、

山形のメディアの方々と合流。

新聞とテレビ合わせて６社の方々

が取材に訪れておりました。機材

を抱えての同行取材は私たちより

過酷かも？ここでかんじきを装着。

　２名ずつに分かれ、１班に１人

ネットワークの方々がつき、３人

１組で公民館を出発、しかしなが

ら、取材が来る、ということで地

元の方が気遣って下さり、事前に

農道の雪かきをして下さっており

ました。そのためほとんど雪もな

く、予想以上に歩きやすかったと

感じました。とはいっても、アッ

プダウンが多く、積雪は少ないと

はいえ、かなり歩きにくい路面で

す。すっかり汗だくになり、既に

作業した感じもあったような…。

　皆無事に果樹園まで到着し、一

人の脱落者も無く、作業に取り掛

かることが出来ました。

　作業はりんご農家の冬に欠かせ

ないものです。粗皮（そひ）削り

といって、りんごの木の肌のめく

れた部分を削り落とす作業。粗皮

につく病害虫を防ぐ為に行うもの

だそうです。かさぶたを取ってあ

げるというようなことだよ、と話

す松藤氏の説明には納得させられ

るものがありました。

　昼食のために作業を中断すると

取材の方々も引き上げていきまし

た。昼食はテントの中で各自が握

ったおにぎりとカップラーメン。

何てことはない食べ物もここでは

大変貴重な一品に思えます。

　昼食後は作業を再開…すると思

いきや、果樹園の前がゲレンデ…

に思えて来、スノーモービルに乗

ったり、そりに乗ったり。多くは

語らないことにしましょう。

　午後の作業を始めてしばらくす

ると、晴れ間も見えてきたのです

が冷え込みが一段と厳しくなり、

（おそらく－１℃くらい）作業に

は慣れた頃でしたが、予定通り終

了することになりました。

　帰途は足取りも軽やかに公民館

へ戻ります。

　公民館を出ると温泉へ。りんご

温泉という名のとおり、湯にはり

んごがプカプカと浮いております。

りんごがなくてもアルカリ性のぬ

るぬるした湯は美肌効果の泉質？

冷えた体もすっかり温まって宿泊

地へ戻ります。帰りのバスの車内

は皆ぐっすり。到着したのも気付

かず熟睡しておりました。

　夕方からネットワークの牧野さ

んが丹精込めたもち米を使っての

もちつき大会。もちつきのプロ集

団のCLCAがイニシアチブを取りま

す。餅をつきながらリサイタルも

開かれたりして。

　餅つきが終わるとついた餅を使

っての夕食の準備。昼に受けたテ

レビ取材が夕方のニュースで放映

されます。地元各局が参加者それ

ぞれの様子とコメントを映し出す

となぜか全員大爆笑。スター誕生

とばかりの盛り上がり。

　夕食はもち、もち、もち、…の

オンパレードでタイチョーお手製

のお雑煮と山形名物納豆餅、ずん

だ餅にあんころ餅とあまりのもち

にお腹はパンパン。かなりゆるめ

についたお餅はなるほど食べ易い。

　夕食は交流会と言うことでお酒

も用意され、参加者、スタッフ全

員の交流が濃厚に図られました。

あまりに濃厚すぎるので内容は省

きますが(笑)。

　最終日は山寺観光。山形でも最

も有名な観光地。松尾芭蕉が訪れ

て有名な句を残した天台宗立石寺。

わがアンガージュマンの芭蕉、い

や、スター、大井宏和さんの詠ん

だ句を掲載いたします。

「白世界 美しさの影の 厳しさよ」

　前日の作業疲れなど何のその、

１１００段を数える石段を登り、

奥の院まで参詣しました。絶景を

満喫して閉講式へ。

　芭蕉記念館に場所を移し、山形

県農林水産部経営安定対策課長の

藤原氏が参加者に修了証を授与。

皆で昼食を食べ、体験会は終了い

たしました。

　帰り際、山形の方々全員と一人

一人が固い握手をし、再会を約束

して山形を後にしました。

　前回に増して濃密な時間を過ご

すことが出来ました。関係者の皆

様にただ感謝あるのみです｡(島田)

ブラウン管デビュー

作業の合間の楽しみ

雪道を歩き、作業へ

コテージが雪で埋まりそうな朝

再会を誓う

雪の山寺



  上記のテーマでフォーラムを実施

します｡ぜひお聞きください｡コーデ

ィネーターは長谷川俊雄さん(愛知

県立大学准教授･本法人スーパーバ

イザー)  かながわ県民センター

　(横浜駅西口) 3階301会議室にて

　18時30分～21時　　　（滝田衛）

　横浜市から就労体験の要請を受

け、昨年11月から4カ月2人の若者

がアンガージュマンで研修を受け

た。一人の若者は「当初はきちん

とした研修と思って（恐れて）

いたが、研修内容は予想以上

に難しかった」、しかし「ス

タッフの石川さんに支えられ

ました」と振り返った。書店は高

度な研修だ。大型店舗では役割分

担が明確、全体の一部を担えば良

い。しかしはるかぜ書店は、大型

店舗の店長並の仕事を一人でこな

さなければならない。書店は難し

い、ただ、ここには緩やかな人間

関係がある。

を通して働きかける自分と向き合う

ことが最も必要だ｡鏡の中の虚像と

向き合うのではなく､社会の中の実

像と向き合うことが大切と思うから

だ｡この1年"相談から就労支援中及

び就職者(13人)､フリースペース利

　　用者(5人)､相談継続中(17人)

　　合計35人"が利用しています。

  年間コーディネートしてきた人た

ちの悩みに思いを馳せながら､相談

に留まる人たちが予想以上に多いこ

とに課題を感じる｡それだけ悩みは

尽きないということだ｡フリースペ

ースで遊び学ぶこと､就労研修(はる

かぜ書店､山形物産市､商店街)やボ

ランティア(清掃､商店街イベント)

を体験することを提供している。

  すなわち､体を動かし人との関係

の実際から自分自身を振り返ること

を進めている｡自分自身と向き合う

ことは必要だが､人との関係や労働

ひきこもり支援

　相談と就労の狭間の課題あれこれ

社会の中の実像と向かい合う

　フリースペース・就労へ

山形道は雪景色。トンネル
　を抜けるとそこは…。

お隣のコテージ
 にも雪灯ろうを

みんなかんじきに四苦八苦

かんじき装着図

もちつき大会シルバーチーム。
　なぜか息はピッタリ

粗皮削りと
　削った粗皮

朝食と夕食の準備

カウンセラーTAKITAのつぶやき

↑開講式と閉講式→

タイチョー テレビ

雪の２キロを歩く

記念写真　上　山寺登頂記念
　　　　　左　芭蕉記念館にて

    第４回就労支援フォーラム

 私がはるかぜ書店店長を辞めた理由

　           ３月２１日（金）

    第４回就労支援フォーラム

 私がはるかぜ書店店長を辞めた理由

　           ３月２１日（金）

レンズが曇って写りが悪い




