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第55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

の収穫をし、園主の田中剛さん

の説明を聞きました。カボチャ

の収穫の後は病気を防ぐため、

着替えをしてからハウスの中に

入ること、白い服には黄色いし

みがつくこと、を教えていただ

きました。トマトの収穫の際に

こっそり食べたことについては

誌面を借りてお詫びします。皆

その美味しさに感動しました。

　戻ってからは夏野菜カレー。

タイチョーが腕を奮ったこだわ

りのカレーでした。やっぱり野

菜が美味しいのなんの。お米も

美味しいので食が進みました。

　その後はキャンプファイヤー。

新規Ｎの皆さんが切り出した木

を薪にしての貴重なひととき。

蚊には随分食われましたが、火

を眺めつつ時間を忘れて談笑に

耽りました。

　ギター侍ならぬギター姫の伴

奏も乙でした。やや緊張気味で

はあったものの、初心者とは思

えぬ技術を披露してくれました。

花火などはあちこちに打ち込み

大変なことに！？私はＴシャツ

を焦がしました。(次頁へ続く)

　昼食は流しそうめんをして、午後

は昼寝。ゆっくり体を休めてから、

夕方から作業…という予定でした

が、副タイチョーの牧野さんの子ど

もの頃の遊び場寒河江川で、急遽水

遊び！ズブ濡れになりながら大人も

子どももみんな｢川ガキ｣になりまし

た。付近で鮎釣りをしていた人たち

にはきっと迷惑をかけたことと思い

ます。ゴメンナサイね♪

　その後は田中さんのおしどり農園

にてカボチャの収穫。カエルがピョ

コピョコ跳ねる畑での体験です。各

班、大きな葉っぱに隠れたカボチャ

探し。収穫は手でひねるだけなので

割と簡単なのですが、探すのが大変

でした。それがかえって宝探しのよ

うで、探すことにも熱中します。中

にはカエル探しに熱中していた者も

いたとかいないとか…。

　カボチャもバラエティに富んでお

り、メルヘン・伯爵・雪化粧・栗坊

・プッチーニetc小さいカボチャは

探すのも難しい。コンテナにしてお

よそ２０以上は収穫したのではない

でしょうか。

　夕食と翌朝の食事のためのトマト

　今年も行ってきました！山形へ!

一回目は昨年度とは異なり、キャ

ンプです。神奈川県教育委員会よ

り補助金をいただき、活動に充て

ました。おかげで充実した旅行に

なったことをご報告いたします。

　初日は首都高での事故の影響で

到着が大幅に遅れ、班行動が出来

ず、いきなりバーベキューの準備

でした。それでも、山形県新規就

農者ネットワークの皆さんの奮闘

により大過なく楽しむ事が出来ま

した。相変わらず野菜が美味しい

のでメインは野菜(と思ったのは私

だけではあるまい)。夏は野菜が充

実しており、特に感動の食事です。

参加者も満足の夕餉となりました。

　二日目は午前中に草刈。タイチ

ョーの園地へ伺いました。二月に

訪れた時はほとんど雪に埋もれて

いたのですが、草が青々と生えて

おり、まるで別世界へ迷い込んだ

かのよう。そんな場所で刈払機を

使う班と鎌を使う班に分かれて作

業を行いました。事前には技能の

習熟度別に班分けする予定でした

が、一人一人にサポートがつき結

果は全員参加。機械を扱うのは腰

に負担がきたようですが、貴重な

体験でした。

　ただ、かなり暑かったので途中

で休憩を入れ、昼寝をしたり。お

よそ二時間の作業を行いました。
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月(Mon)　　火(Tue)　　水(Wed)　　木(Thu)　　金(Fri)　　 土(Sat)　　日(Sun)

am作文講座
pm散歩をしよう

am英会話講座
pmカードゲーム

am漢字講座

pmヨガ講座

am英会話講座
pmヨガ講座

am漢字講座
pmヨガ講座

amPC講座
12:00昼食会(300円)
pmはるかぜ講座

amPSC講座
12:00昼食会(300円)
pmはるかぜ講座

am料理講座
12:00昼食会(300円)
pmカラオケ
　(費用250円)
　ラッピング講座

amPC講座
12:00昼食会(300円)
pm乗馬講座

amＰＣ講座
12:00昼食会(300円)
pmはるかぜ講座

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
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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･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  　　             　　　　 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
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山形物産市
　(はるかぜ書店前)

27 28

29 30 10/510/410/310/210/1

am英語講座
pmカラオケ
　(費用250円)

am英語講座
pm読み聞かせ講座

am英語講座
pmはるかぜ講座

am英語講座
pmラッピング講座

am英語講座
pmはるかぜ講座

am漢字講座
pmソーシャル
　　スキルズ
　トレーニング

pmソーシャル
　　スキルズ
　トレーニング

am漢字講座
pmコラージュ

am漢字講座
pmソーシャル
　　スキルズ
　トレーニング

am数学講座
pmコラージュ

　なぜ山形？とよく聞かれる。出会いは偶然

であった。そんな出会いから丸二年が経った。

そして今も濃密な交流が行われている。

　山形へのこだわりはないが、山形新規就農

者ネットワークの皆さんにはこだわりたい。

彼らと私たち、彼らと参加者のみんなの関り

はとても面白く、楽しい。そして、本当によ

くしてくれる。私たち、参加者だけでなく多

くの人たちとのつながりが出来たらいいな、

と思っている。機会あればぜひ！(島田徳隆)

キャンプへＧＯ！

※は閉室の印です
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二日目　農業体験と…

燃えよ！！リンゴの木

到着直後 準備をしたり
　ゆっくりしたり…

am農業体験(長井)
pm映画を観よう

【社会見学】
am藍染めinたまりば
　　　　(約750円)

am農業体験
(長井)
pmはるかぜ講座

amアクセサリ講座
pmホビー

am農業体験
pm販売士講座)

フリフリフリマ　楽しくなければフリマじゃない！ (別紙参照)フリフリフリマ　楽しくなければフリマじゃない！ (別紙参照)

９月１３日(土)１１～１５時　神奈川県立青少年センター別館　(通称 青少年サポートプラザ)

にて第４回フリフリフリマが開催されます。県内の不登校・ひきこもり等の青少年と家族を支

えるフリースクール・フリースペース等によるフリーマーケットです。バラエティに富む団体

が様々な出店をします。多くの方をお誘いの上、ぜひ遊びに来て下さい。また、新しい建物で

の初めてのイベントになります。ご期待下さい。あなたも一緒に盛り上がりませんか？

11～15

フリフリフリマ
　県立青少年センター別館
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第5回就労支援
　　　　フォーラム
かながわ県民センター
18:30～21:00　(別紙参照)



　８月９日に行われました。

今月は１３日(土)午後１時～。

(前頁より)　

　最終日は蔵王へお釜の見学。残念

ながら、新規Ｎの皆さんとはお別れ

しました。蔵王は快晴で雲ひとつ無

く、お釜にも全くガスがかからない

奇跡的な日でした。おみくじを引き

に行ったり、バスでゆっくりしたり

と思い思いの過ごし方。

　帰路はＤＶＤを見ながら眠りにつ

く一同。余韻も覚めやらぬうちにア

ンガージュマンに到着。そして夏休

みに…。大人も子どもも楽しむこと

が一番！！次回も参加しちゃいます

かね、こりゃ！！　　　(島田徳隆)

　オリンピックといえば『こち亀』の日暮。そんなややマニアックな話を深めていくのはやめておくとし

て。皆様もオリンピックを楽しんだ一月だったのではないでしょうか。私はといえば、最近の趣味は仕事

でして(笑)テレビなどちっとも見ていませんでしたし、オリンピックにもあまり興味がなかったのが正直

なところ。そんなことより、同窓会がたてつづけに企画されており、今後も四年毎の開催になりそうです。

　高校の同窓会は学年全体が集まり、１７年ぶりに顔を合わせるとさすがに懐かしさがこみあげました。

企画は面倒臭いし連絡も面倒臭いし暑い最中に行くのも面倒臭い。そんなヤル気の無さがかえって功を奏

し、大変楽しんできました。期待はするもんじゃありませんね。結局朝まで楽しむ事ができました。しか

しながら、オールナイトではなかったのでやや物足りなさも感じましたが…。

　大学のゼミの同窓会は残念ながら参加できませんでした。なぜか大阪開催だったため、仕事の都合上ど

うしても行けず心残りです。指導教官には随分迷惑をかけたので反省代わりに参加しなくてはならない、

と手前勝手に思っています。次回は四年後…と思うとやや長いなぁ。あぁ、行きたかったなぁ。

　いずれにおいても私はどうやら極めて個性的な人生を歩んでいるようです。そして個性的な仲間が少な

いということも再確認しました。それってどうなの？今後も問いたいと思います。

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

未来

ウィル

　７月からフリースペースは中学生

に制圧され気味である。実に元気が

良く活気にあふれている。現在通室

している人たちは１８人。フリース

ペースが一番多く、講座だけの人も

いますが就労研修の人も。山形農業

体験ツアー（別掲）を通じて、人は

深いつながりになり、当たり前です

が寝食共にす

る活動は、人

となりの共有

化が進む。様

々なエピソードがありますが、それ

ぞれが協調しあう（アンガージュマ

ンは何の制約も約束も無いので、あ

る意味難しい現実ですが）関係作り

が展開された。

　中学生ＮさんとＴさんは、学校へ

の復帰を考えている。大切なのは

｢学校ありき」ではなく、学校の意

味を再確認できる自分自身の力をつ

かみ取ることだ。不登校することは

なんでもない。新たな自分に出会う

こと、自分づくりが大切だ。

　８月２４日に行われました。

今月は２８日(日)午後３時～。

ＤＡＤ

本屋で読み聞かせ
　　はじめました8/25

　～はるかぜ書店にて

　８月２５日(月)に第三回目の絵

本の読み聞かせをはるかぜ書店内

にて行いました。認定ＮＰＯ法人

神奈川子ども未来ファンドの助成

を受けて行う企画です。今回はあ

いにくの雨模様、加えて夏休み中

ということが親子のお客様にとっ

ては来づらい理由になったのか、

少人数での開催となりました。

　ほとんどが大人たちという感じ

でしたので、楽しんではいただけ

たとは思います。子どもファンド

の事務局長米田さんが見学に訪れ、

楽しんでいかれました。

　次回も夏休み中の９月３０日(火)

午後１時３０分から。　(島田徳隆)

　第５回就労支援フォーラム

「ひきこもりの若者 起業に挑戦 なぜ働くの？自分らしく働く」
日時　９月１９日(金)１８時３０分～２１時　場所　かながわ県民センター ２階 ホール　

内容　講演「ひきこもりの若者の働き方

　　　　　　　～はるかぜ書店＆上町商盛会商店街の実際から」　島田徳隆

　　　パネル討論　福守弘文氏･為崎緑氏･長谷川俊雄氏･大居ゆう子氏

定員　２００人　費用　１０００円（資料代）　　　　　　　　　　　　※別紙参照

一方、相談の人たちも１６人。それ

ぞれの悩みと辛さの中で足を運んで

くる。

　改めて思うことは、ひきこもって

いる人たちが実に人間らしい、迷い

や不安、辛さや悲しみなど、深い思

いを心の奥底に感じていること。６

月のエピソードから３ケ月が過ぎた

が、Ｆさんの辛さを想像だにできな

い不安を私自身が感じている。社会

に出る自分、社会に出られない自

分、それをかわす自分、それと向き

合う自分。社会における四面楚歌状

況に、私達は果たして向き合うこと

が出来るのか・・・。とにかくＦさ

ん、元気かな？　と声をかける。

　２０歳を超えた２人は、「今後ど

うしよう？」「何かしようと」。

　　　　　　　　　　　　(滝田衛)

山形写真館

炎　みんなの思いが天に…

川ガキ(大人も)出現！

草刈の機械を前に緊張の一瞬

宝探しならぬカボチャ探し

蔵王のお釜の前に集合！！

…あれ？人数が少なくない？？

い
ざ
出
陣
！

Ｆさん！　元気かな？Ｆさん！　元気かな？
カウンセラーＴＡＫＩＴＡのつぶやきカウンセラーＴＡＫＩＴＡのつぶやき

ひたすら焼いてます。

輝く太陽の下、休憩

あ
の
雪
は
一
体
ど
こ
に
？

温暖化対策　打ち水大作戦！

　８月１６日に行われまし

た。今月は２０日(土)午後

１時～。

地域再生実践塾が来ました地域再生実践塾が来ました
　８月２１日に｢協働がもたらす地域の創造｣と題し

て(財)地域活性化センターのフィールドワークが行

われました。２班９名の方来られ、上町商盛会とア

　　　　　　　　ンガージュマンの協働について話

　　　　　　　　をしました。活発な質疑応答に時

　　　　　　　　間オーバーの熱心さ。頭が下がり

　　　　　　　　ます。私達も頑張らなくては！
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