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アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意

2009年　4月のアンガージュマンの予定2009年　4月のアンガージュマンの予定
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月(Mon)　　火(Tue)　　水(Wed)　　木(Thu)　　金(Fri)　　 土(Sat)　　日(Sun)

am英会話
pm散歩をしよう

am英会話講座
pmヨガ
　あばうと
　ミーティング!
pmワークtoday
(笠井さんの話
　　　を聞こう)
形農業体験
　説明会

am英会話
pmあばうと
　ミーティング!

pmヨガ講座

am英会話
pmヨガ
ワークtoday
(笠井さんの話を
　　　　聞こう)

am英会話
pmはるかぜ研修生
　大集合の時間

am～pmあばうとを
　　　○○する！
12:00昼食会(300円)

amPC講座
12:00昼食会(300円)
pmカラオケ(約300円)

12:00昼食会(300円)
pm乗馬講座

amアクセサリ講座
12:00昼食会(300円)
pm

あばうとを満喫！
12:00昼食会(300円)

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　　 3:00 ＤＡＤ 
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am英語講座
pmカラオケ
　(費用250円)

am英語講座
pm卓球
　orバドミントン

pm卓球
　orバドミントン

pmラッピング講座卓球
　orバドミントン

pm読み聞かせ講座アクセサリ講座

am～pmあばうとを
　　　××する！

am漢字講座
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まったり
pmゆったり

am漢字講座
pmコラージュ

※は閉室の印ですが
事業により行います
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am農業体験(長井)

pmあばうと語り場!
　＆上町を掃く!!

am農業体験(長井)
pmあばうと語り場!
　＆上町を掃け!!

am藍染めinたまりば
　(昼食代約800円)

am農業体験(長井)
pmあばうと語り場!
　＆上町を掃こう!!

※　　　※

※　　　※

※　　　※

※　　　※

※　　　※
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山形物産市
　(はるかぜ書店前)

ＮＰＯは会員(社員)がつくるＮＰＯは会員(社員)がつくる

　3月22日(日）、学校評議員を委

嘱されている横浜修悠館高等学校

(通信制)の卒業式に出席した。風

の強い曇天の中、小川に沿ってゆ

っくり歩くと咲き始めた農家の桜

が目に飛び込んできた。卒業生

202人(少年工科学校242人　計444

人)は老若男女。2人の卒業生代表

は「中学校不登校から不安を抱い

て入学、学びの困難を背負いなが

ら先生に助けを求め3年で卒業」

「中卒で就職、50歳を前に学びた

いと入学し2人の子ども（会場で

母親の卒業を見守っている）に学

びを支えられ卒業」と清々しく語

った。「困難な2校統合の中、自

学自習を推し進めた時乗校長等全

職員に感謝」との言葉に心より共

感し、掛け替えのない学びの人生

を持つ202人に私は感涙に咽んだ。

一人ひとりが感動の学びを持つ修

悠館に卒業式の練習も盛り上げも

不要である。本法人で学んでいる

Ｋさんも呼名されていた。本法人

から今年2名、昨年度と合わせる

と計8名がこの高校に入学してい

る。学びの再開や継続を支援する

本法人のフリースペース・就労支

援・学習サポートの意義を再確認

した卒業だった。

　法人6年目を迎える2009年度、

改めて会員皆様の"力"こそが法人

の"成果"である年にと思いを馳せ

たい。この5年、事務局は様々な

困難を越えて精一杯努力してきた。

（先のアンケート集計28人の言葉

に実感）　利用者も増え利用者の

変化や行動も顕著となり事業（3

月13日横須賀市青少年自立支援連

携会議ではぐくみかん・保健所の

相談などの数字は法人より低い数

字）も拡大している。しかし、会

員の総意を反映しているのか？　

会員の意見・願いや行動・活動を

事務局は共有してきたのか？　と

問えば残念ながら「否」である。

通信を送り様々な情報は提供して

きたが、　　　　　(次頁に続く)

　滝田も島田も泣き虫じゃないか！？とい

う指摘を受けそうな一面記事でした。コン

ビネーションが絶妙なわけでも息がピッタ

リと狙ったわけでもないのですが。

　ＮＰＯ業界(?)ではミッションと同様によ

く使われる言葉がパッション(情熱)です。

職員に求められるもの、というより最初か

ら持っているものがパッションなのかな、

と思います。私は常日頃より昼行灯で感情

があるのかないのかよく分からない部分も

ありましょうが、情熱的な一端が垣間見ら

れたのではないでしょうか？　(島田徳隆)

※

さかのうへのたはごと　　卯月　　島田徳隆さかのうへのたはごと　　卯月　　島田徳隆
　今年に入ってからはるかぜ書店の店番をすることが増えた。何といっても知的好奇心を満たす仕事であ

る。そのため、とても楽しいひと時なのだ。すっかり自分の本業を見失い、時には農家、時には八百屋、

時には露天商となっているが、その中でも本屋は中々オススメの業種といえる。うちのような売れない本

屋の店番というのはお客さんを待つ間、ほとんど読書をするのが業務の中心になる(石井さんに怒られそ

うだが)。特に普段読まないようなジャンルの本を読むことにしている。先だって読んだミステリは私た

ちのような障がいを持つ人たちの支援にも関る人にオススメしたいものだ。ミステリとしての内容もさる

ことながら、ある障がいをよく分かっており、主人公の描き方に感心したのだ。何せ立ち読みで題名をこ

こに書くのが憚られるため、直接私に聞いて欲しい。帯によれば世界的に売れてる本のようだ。

　先日刊行された文藝春秋に村上春樹がイスラエルで受賞したエルサレム賞のスピーチが掲載されてい

る。メディア等で評価されたものだということは知っていたのだが、何の気なしに読んでみた。本人の所

感も同時に掲載されており、中々緊迫した雰囲気と賞を受けるに至った経緯が興味深かった。その後ス

ピーチを読んだのだが…。計らずもレジの前で涙してしまった。普遍的な内容のため、自分に置き換えて

読むことが出来るものだ。久し振りに心に響く文に出会った。皆さんにも強くお勧めする。

ミッション定着の2009年度へミッション定着の2009年度へ

卒業式に参加して 事務局より皆様へ提案

昼食の様子(本文とは無関係)

山形物産市
　　　(川崎溝の口)

5/35/25/1

※

今月の予定
４/１～あばうと・ネクスト開始

４/１１山形物産市(はるかぜ書店前)

４/２６山形物産市(川崎･溝口駅前

　商店街フリマ　雨天は２９日に延期)　　　　

　　　　　　カウンセラーの浜田さんは今年度よ

　　　　　　り毎週月曜日に来ます。利用者はバ

　　　　　　ンバン相談するように！！会員･保

　　　　　　護者の皆様もお気軽にご利用下さい。

　　　　　　お・す・す・め！

山形物産市
　(どぶ板バザール)

キックオフ

キックオフ

※

キックオフ　　　キックオフ　

amは10:30 pmは13:00



　3月5日、お二人に講演をお願い

しました。国立特別支援教育総合

研究所の植木田潤氏には、「学校

の集団活動や学習に困難を感じる

子どもたちへのサポート」という

テーマで。また、横須賀教育委員

会の丹治美穂子氏は「横須賀市の

個別支援教室への取り組みと実

態」について詳しく丁寧にお話く

ださいました。短い時

間に盛り沢山な内容で

したが、参加者からた

くさんの感想を頂きました。その

一部を紹介します。　　　　

「子どものｐｏｔｅｎｔｉａｌを

見極め、その現象へのｐｒｏｃｅ

ｓｓを理解すること、子どもの心

をわかる感性、想像力をもつこと

の大切さを感じた。」「勉強に対

して意欲的に取り組めない子は、

その辛さを講師に代替してもらう

ことによって、辛い気持ちの共有

により、楽になるのかもしれな

い。」「生徒対応というより全て

の人間関係に通じる奥深いお話

だった。ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ

を働かせながら、授業も生活も心

がけたい。」「子どもたちの一挙

一動がすべて何かのメッセージで

あるの言葉、肝に銘じます。」

「1対1の授業の中で見過ごしがち

な子どもからのサインに気づくこ

との大切さを改めて実感し、子ど

もの何気ない言葉や仕草に気を配

りながら一緒に勉強したい。」

「子どもを見る目の広さと深さを

身に付けたいと思う。」等など。

また、症例を挙げてのお話はわか

りやすくもっと聞きたい、今後も

継続的にシリーズとして企画して

欲しいという声をたくさん頂きま

した。

　植木田氏のお話の中で、「障害

のある無しに関わらず、人は相

手・他者の表情や態度で自分の存

在を位置づけ理解する。」ことを

再確認しました。また、能力以外

のものを飲み込むと不快になり、

吐き出したくなる。"出すとスッ

キリ！皆の笑い"学習も同じ。お

　　　いしそう！食べてみたいな

　　　あ！と思ってもらえるよう

　　　な授業作りをしていくこと、

「目の中に子どもを入れて、子ど

もを取り入れて」心の食べものを

豊かにしていくよう心がけていき

ます。

　この「講師・スタッフの研修

会」は10回をもって終了し、新年

度はより多くの方に参加して頂け

るよう会を検討中です。その時は、

是非ご参加ください。(山川幸子)

　ボランティアグループ未来は、10年目の転機を迎

え、改めて、活動の見直しを計りました。結成以来、

8年にわたり続けてきた、不登校の子どもたちのため

の進路相談会も、今は、当初の願いであった行政へ

の橋渡しができました。形としてはまだまだ意見し

たい部分は残しているものの、｢未来」

としての役割の一つが完結したと判断

し、外に向けた活動は、ここで一旦終

了します。

　そして、不登校の子どもをもつ保護

者のための自助活動という原点に立ち

戻り、今後は「定例会」を中心に据えて、活動して

いきます。

　学校に行けないわが子を目の前にして、どうして

いいかわからないジレンマにかきたてられ、誰にも

言えない辛い気持ちを、「定例会」で語り合い、聞

きあうことにより、新たな発見をしたり、子どもと

向きあう姿勢を学んだり。。。

　誰かに頷いてもらえることで励まされ、また、悩

んでいたのは自分だけではなかったことに、安堵感

を覚え、エネルギーをもらっていきます。

　時には、極まった心を共有して涙したり、時には、

子どもたちの変化に、わが子のように喜んだり。　

　ある日は、ビーズのアクセサリーを作りながら、

ポツポツと話をすることもあります。また、日帰り    

　　　　　　旅行などで、癒される時間を持ったり

もします。　　新年度からは、会員制（会費制）を

　　　　　　廃止し、どなたでも、無料で定例会に

　　　　　　参加できるようになります。「ひとり

　　　　　　で悩まないで！」を基軸に据えて、お

　　　　　　互いの心を素直に語り合えるそんな場

所として、これからも「未来」の活動は続きます。

　定例会当日、時間ができたら、お茶する気持ちで、

気軽においでください。

　小さな発見で、お子さんに対する見方が少し変わ

るかもしれません。誰かの頷きに、ホッとする時が

きっとあります。

＊＊　定例会：毎月第3土曜日　13時～16時　＊＊　

　　　(ボランティアグループ未来代表 富田美知子)

　はるかぜ書店では雑誌・書籍の他にも雑貨を取り扱って

いるのはご存知でしたか？

　知っている方、知らない方がいらっしゃると思いますの

で、改めて今回はどのようなアイテムがあるのか、幾つか

紹介をさせていただきますね。

　まずは、押し花の葉書と巾着。こちらはフェアトレード

されている物を、雑貨屋さんからの委託で置いている品物

で巾着に関してはフィリピンの生地を使用しています。

　次に、作業所の製品で着物コースターやハンカチ、タオ

ルそしてメモ帳等が常時店内にあり、その中でも、メモ帳

が色々なガラがあるし、お手ごろな１２０円と言う価格な

ので、作業所製品の売れ筋なんですよ。

　最後に、書店オリジナル商品でもある「書類入れ」。

　ハンカチ等をラミネートして作っているので、様々なパ

ターンの物があり、中にはブランド品もあるかも・・・。

　Ａ４サイズの物が４００円で小さい物が２００円です。

　他にも季節毎に品物も変わっていくので、一寸した贈り

物にいかがですか？

　話は変わりますが、4月より

読み聞かせに次ぐ新たなイベントを始めようと思います。

　詳しくは、はるかぜ書店の通信「カレイドスコープ」に

てお知らせ致します。

はるかぜ書店はるかぜ書店

あばうとあばうと

すけがわ

　３月１７日は、講座で横須賀アリーナへ、バ

トミントンをしに行きました。参加者は、Ｉ

君、Ｈちゃん、Ｓ君、Ｋ君、Ａ君の五人。てく

てく歩いて行きました。コートはネットが思っ

たより低かったのが残念でしたが、久しぶりに

体を動かす我々には、十分な高さだったようで

す。Ｓ君とＡ君はガチンコできわどいネットプ

レーを繰り広げていました。Ｉ君、Ｈちゃん、

Ｋ君は、僕と一緒に２チームに分かれてプレー

しました。バトミントン体験のないＫ君は、初

めは、慣れないシャトルに苦労していました

が、中盤には力強い打ち込みを見せていまし

た。Ｉ君は、身軽にコートを飛び回るプレー

で、Ｈちゃんは、確実なレシーブでラリーを繰

り広げていました。Ｓ君にいたっては、ひとり

で３人を相手に勝負を挑んでいました。その結

果は・・・内緒です。

　今回の一番の反省点は、休憩時間を取らな

かったことです。実費がかかっているので少し

でも長くプレーしてもらおうと思っていたので

すが、二時間半ぶっ続けでバトミントンをして

しまいました。それではただのしごきだと、後

で言われてその通りだと思いました。参加して

くれた皆さんすみませんm(__)m。次回からは適

度な休憩をとりたいと思います。

いしかわ

ハルカゼショテンのヒ･ミ･ツハルカゼショテンのヒ･ミ･ツ

スケさんの反省♪スケさんの反省♪

　高校進学は私学７名・サポート校１名・通信制１名・

公立全日制２名（他に中高一貫校・内部進学３名）、大

学進学は私学に２名です。中学は不登校だった子、卒業

後しばらく家にいた子、定時制に通いながら受験勉強し

た子、一人ひとりかたちは違っても、受験というひとつ

のハードルを超えた子たち。卒業そして今入学という節

目のとき、ここで学んだことをバネに新しい世界に向

かってスタートを切ってくれました。講師・スタッフ一

同心よりお祝い申し上げます。　　　　　　(山川幸子)

２００８年度の「ネクスト」進学おめでとう
　　　～みんなの笑顔が嬉しくて～
２００８年度の「ネクスト」進学おめでとう
　　　～みんなの笑顔が嬉しくて～

　　「第１０回講師・スタッフの研修会」
～子どもの一挙一動がメッセージ～（２０名参加）
　　「第１０回講師・スタッフの研修会」
～子どもの一挙一動がメッセージ～（２０名参加）

(前頁より)会員が法人そのもので

ある活動には程遠かったと反省し

ている。理事や事務局は法人のミ

ッションを『牽引』すべき立場に

あるが、会員が活動や事業を『牽

引』することが法人の健全さであ

ると考える。そこで、2009年度を

『ミッションの実現　会員の牽引

力　元年』としたい。具体的には

総会での論議に委ねるが、

①会員の牽引力の具体化

②会員と自助グループの関係改善

③会員の事業参画

の3点を提案したい。

　会員の皆様には、4月中に会員

の更新をお願いします。また、先

の姿勢の中で今年は300会員（

2008年度は230会員）を目標とし

ます。また、先のアンケートへの

協力にお礼を申し上げ、今回改め

まして集約的なアンケートを実施

しますので、ご協力ください。

　　　　　　　　　　　(滝田衛)

　　　　会員へお願い

(会員の更新･アンケートの実施)
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原点に戻って
ボランティアグループ
　　　　　　未来より

原点に戻って
ボランティアグループ
　　　　　　未来より

↑スケさん春を描く

↓スケさん接客中

長井玉ネギ畑にて

ＮＥＷフェイス　紹介！

　４月より新たに加わるメンバーを紹

介します。神奈川県教育委員会より一

年間研修で毎日来る大崎さん。横須賀

明光高校社会科教諭です。どんな人物

か…。来月の通信をお楽しみに♪

　そして、学習サポート・ネクストに

は専任講師を設け、英語の池田宏子さ

んと沢木邦子さんに就いていただきま

す。アンガージュマンオリジナル教材

の製作と事務等をお願いいたします。

お二人には長く関っていただいており

ます。どうぞよろしくお願いします。
会員の更新については
　別紙をご参照下さい
会員の更新については
　別紙をご参照下さい
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