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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
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１１日　山形物産市（はるかぜ書店前）

１２日　山形物産市 (フリフリフリマ

　　　　　桜木町　青少年サポートプラザ）

１３日　アンガージュマン親の会　

　　　　ウィル・未来・ＤＡＤ

今 月 の 予 定今 月 の 予 定
親の会　開催日時について

　今年６月よりスタートしたアンガージュマン親の会について、９月より、毎
月第２日曜日の午後１時からとさせていただくことになりました。今後も不安
や心配を共有し、安心を分かち合い、共に学びあう場になればと思います。各
事業の担当スタッフも参加し、日頃の活動内容についてお伝えし、保護者の皆
様の疑問質問にもお答えします。ご参加をお待ちしています。

　毎日アンガージュマンで過ごしているスタッフには、当たり前す
ぎて伝え忘れていることがあるかもしれません。もっと写真を載せ
て！　講座の様子がもっと詳しく知りたい!　商店街との関わりっ
て?　学習の進め方は?　書店の仕事ってどんなこと?　こんなこと
を載せてよ!　とお教えいただければと思います。
　今月も編集作業に加わりましたが、各スタッフの書いた記事
や写真を並べるときに、組み合わせ方や文字の大きさを考えな
いと、用紙のサイズからはみ出したり、隙間が開いたり。パズル
のようで、難しくも楽しい作業でした。　　　　　　　　　　〔石井〕

　　　　　　　　　　〔別紙参照〕

午前11時～午後3時　

　　　　　桜木町　青少年サポートプラザにて

手作り品・リサイクル品･ワークショップ・
飲食ブースなど、各団体子どもも大人も集ま
って、楽しくにぎやかに行ないます。アンガ
ージュマンでは、本と山形物産市の出店を予
定しています。ぜひ、おこしください。
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　優秀な大学生と交流を持ちました。第二回社会起業支援サミット2009in神奈川に呼ばれて活動紹
介をしたのですが、企画の中心が学生さんたちでした。サークルのノリでワイワイやっているから、
かなり穴だらけでしたが好感が持てました。それに学生のうちから完璧なのもいかがなものか。こ
ういった経験を経て人は成長していくんだよなぁ、などと大人ぶって感心しておりました。今まで、
私の人生において周りに優秀な人がいなかった(と失礼を承知で言いますが・笑)ので、とても新鮮
な体験でした。のんびりゆるゆるな脳みそではついていくのがやっとでしたが。
　翻って、そんなのんびりゆるゆるな脳みその人でも優秀な人に呼ばれたりすることもあるのだな
ぁ、とも思いました。これからはのんびりゆるゆるな人でも大丈夫だよぅ、と伝えて行こうと思い
ます。今後も色々な場面や人前でお話をする機会があることと思いますが、のんびりゆるゆるグダ
グダまったりいこうやぁ…ｚｚｚ、くらいの脱力ぐあいで気合と根性入れて主張していきたいと考
えています。そんな生き方に共感する人はぜひアンガージュマンへ！！…むにゃむにゃ(秋の夜長)

　

　８月１日土曜日、午後１時～
４時３０分まで横須賀市総合福
祉会館にて研修会を開催しまし
た。「思春期の育ちに寄り添う
ために～不登校や発達障害の再
考～」と題し、広く市民向けに
開催し、６０名が参加しました。
　本法人は設立以来、年３回ペ
ースで職員向けに研修を実施し
てきました。昨年度、事務局会
議にて、｢とても勉強になる研
修を受けられる｣｢優秀な講師の
先生方に来ていただいている｣｢
内部だけではもったいないので、
開かれた研修会にして、多くの
人に来ていただきたい｣という
案が出ました。また、今年度よ
りもっと地元横須賀で講演会等
を開催しよう、という話にもな
っていたこともあり、今回の研
修会開催の運びとなりました。
　講師に本法人より滝田と第一

回目に講師をお願いした三精会
汐入メンタルクリニック子ども
発達外来医師の阿瀬川聡美さん
が、それぞれ「NPO」の立場と、
「医療」の立場から考える子ど
もたちについてお話しました。

　お二人の講師のお話はどちら
も初心者向けの分かりやすいも
のでした。経験者にとっても初
心に帰る貴重な時間になりまし
た。特に阿瀬川さんのスタンス
はとても温かく、治療や診断と

いうことだけでなく、寄り添う
ことをとても重視しておりまし
た。
　参加者の関心は学校や行政と
の連携について。どのようなテ
ーマの時にも必ず出てくる、連
携という言葉。現在の社会に最
も必要とされることなのでしょ
う。本法人のようなＮＰＯの存
在意義はそこにあります。

　本法人は横須賀を代表するＮ
ＰＯとして、広く市民に社会に
発信する、という責務があると
考えております。子どもたち、
若者たちへの理解を啓発するだ
けでなく、より良い社会の実現
へ向けて取り組んでまいります。
　吉田市長がよこすか開国祭の
多忙な中、前半の研修のみ参加
しました。不登校についての理
解が深まったようです、よかっ
たよかった♪　　　(島田徳隆)

研修会開催のいきさつ

講義の印象と今後の課題

ＮＰＯの責任

子どもたちの現状を理解する
　第１回研修会を開催 ８/１　滝田衛　阿瀬川聡美氏
子どもたちの現状を理解する
　第１回研修会を開催 ８/１　滝田衛　阿瀬川聡美氏
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阿瀬川聡美さん



�夏は、サマーキャンプの他にも、普段、あまりしていないこと

に挑戦しました。まずは、「ネクスト」でお世話になっている、

熊谷先生による書初め大会。皆、それぞれ思い思いに自由な言葉

を描いていました。中には、半紙に絵を描く人も。お試しでやっ

ていただいて好評だったので、来月からは定期的にやっていただ

くことになりました。

　次に「海へいこうぜ」ということで、総勢10名ぐらいで森戸海

岸へ。大きな浮き輪をもっていったりして、皆、久しぶりに泳ぎ

ました。そして久しぶりの昼食会では、パンプキンパイやロール

キャベツなどを作り、大盛況でした。　　　　　　　　〔大崎〕 　今のキャベツは葉がしっかりして
いて甘みがあって、ロールキャベツ
にピッタシ。山形のトマトで作った
スープで煮込みました。
�みんなで野菜を切ったり、いため
たり。ひき肉をこねたり。キャベツ
に巻くのは初めて！　でも、すぐ上
手になりました。
　いつものことながら、大さわぎで
す。                               〔三浦〕   

Wednesday　LunchWednesday　Lunch

　ほとんど人に話したことはないが、子どもの頃の私は学校が苦痛だった。12年間はとても長い。高校の
最後の１年は、通学路に並ぶポプラの葉をむしりながら、学校へのうらみの言葉をつぶやいて登校したも
のだ。
　大人になった私はやっぱり学校が苦手で、スクールカウンセラーの仕事はしんどかった。大きな建物。
一斉に集まってくる子どもたち。体育館での集会—。こういうことになじめない子どもと大人がいる。適
応しているフリをして心の内を閉ざしている子は、目を見るとわかるから、せつなくなった。
　そして私は、アンガージュマンに来て救われた。まず、大きくない建物がいい。子どもたちは来たいと
きに来て、したいことをする。あるいは、ただニコニコ座っていたり、うつむいて背中を丸めていたりす
る。どんな状態でいることも尊重される。安心して自分のままでいられる、茶の間みたいだ。
　ここに来て半日座っていると、一人一人の子どもの目の奥に、思慮深い大人の姿が見えてくる。子ども
たちは、見えないものを見、聴こえないものを聴き、それぞれが好きなことをしているように見えて、互
いの呼吸を感じとっている。地味な思いやりと気遣いが、そっと差し出される瞬間を見るのが楽しい。こ
こは、あまりにも目立たないけれども、人への優しさが流れている茶の間なのだ。
　わざわざ不登校にならなくても、アンガージュマンに来ることができたらいいと思う。子ども時代の私
がこの場所を選択できたら、もっと早くに心の窓を開くことができただろう。皆があたりまえだと思って
いる学校システムは、人が作ったものなのだから、それを変えることもできるのだと、希望を持ちたい。
　子どもたちは、自分の中に自分を育てる力を持っている。そして、その力を信頼する大人のまなざしを
必要としている。信頼のまなざしは、誰の心の中にもある。みんなが、自分の中にある〈信頼のまなざし〉
を信頼できるようになれたらいいと思う。アンガージュマンは、そういうゆっくりした営みを、子どもと
大人が一緒になって試みている場所だと思っている。

　市民部市民協働推進課が進めるNPOとの協働事業としてのよこすか元気ファンドより66万円余りの助成
金を頂きました。これは、市民からの寄付金、飲料水自動販売機からの寄付金を財源としております。
�市民よりの寄付は三精会・汐入メンタルクリニック様他数名の個人より寄せられました。
�本法人も元気ファンドを積極的に進めるために自動販売機を3台設置しております。
�会員の皆様、市民の皆様にもご理解をいただき、このファンドを大きく育てていきましょう。

�去る8月19日(水）より会議が始まりました。はるかぜ書店を立ち上げた原点を彷
彿させる、若者たちの自分らしさを発揮する事業にしていきたいですね。
　上町商店街にマッチした事業を問いながら、自分の居場所(ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝ)で生
きていく働き方？　遊び方？を兼ね備えたプロジェクトを始めましょう。
�第1回目は12人が集りました。出された意見を紹介しますと・・・
　・ガラス張りのオープン型の店舗を　　・常連さんだけでなく外から来るお客さん
を大切に出来るお店を　　・お客様や地域の方々にアンケートをとってニーズを理
解しよう　　・会員制の範囲をどこまでに　・4つの事業を分けないで一緒に事業展
開を、特に子育てと高齢者事業を同じ場所で　　・何が出来るのか？　出来ない
のか？　不安ですが皆さんと一緒に進めていきましょう　　・何より自分自身の居
場所を上町に築いていくことがこの事業の目的でしょうか
�来年4月プロジェクトスタートです。月2回程度は会議やトライアルが始まります。
ご参加下さい。
�
�

若者が立ち上げるプロジェクト会議　いよいよ発進！

�相談依頼を受け1時間余りのカウンセリングを実施してい
る。相談者は緊張し、辛く悲しく涙をそそられながらも、吐
き出すように不安や悩みを語り始め、最後は笑顔や希望を語
るようになる。同じ展開ではないが、占いや法律相談とは違
うので解決が目的ではない。大切なことは悩みや苦しみの整
理である。実はこの整理することが不安や悩みの渦中にある
と難しい。第3者の介入はこの整理することに大きな効果と
なる。もちろん、悩みを聞いて欲しいと言う動機が始まりだ
が、混乱した気持ちの、さ迷う心の置き所を作っていくこと
がカウンセラーの役割であると。しかし家に戻れば日々の生
活に帰れば、この整理されたはずの心も何処かへ吹き飛ばさ
れてしまう。カウンセリングは魔法ではない。寄り添いつな
がるなかで、相談者自身が解決していく自分探しなのです。
不安や悩みは新しい、いや自分を深く知るために必要なもの
と相談者が語ってくれます。　　　　　　　　　　〔滝田〕

相談カウンセリングと生活の狭間で

　　　優しさの流れる居場所　　　　浜田房子　　　優しさの流れる居場所　　　　浜田房子

　8月25日の読み聞かせは、午後3時からの開始だっ
たのですが、なかなか人が来なくて開始時間から20
分程度過ぎてから、一組の親子が来た後にもう一組
来店されました。
�正直なところ、今月は宣伝不足で人が来るのか、
来ないのかが心配でした。
�来店した子どもは三人でしたので、余り気が散ら
ず、楽しそうに絵本を眺めてたり、初めての紙芝居
には、釘付けになった姿がとても可愛らしかったで
すよ。
�そして、手遊びではキョトンとした顔で眺めてい
ましたよ。　　　　　　　　　　　　　　〔石川〕

絵本に親しむ企画を
　　　　　　　　行なっています。
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はるかぜ書店内でラッピング講座 ヨコハマカーニバルで販売体験

市民の力をNPOに！
よこすか元気ファンドより助成金をいただきました

　8月の親の会は、自己紹介や
近況報告の後、NPO法人npo魂か
ら講師を招いての｢自分に合っ
た薬膳カレーのレシピを考えよ
う｣という企画を行い、いつも
とは一味違った内容も加わり、
和やかな会となりました。その
後、未来･ウィル・DADに分かれ、
充実した時間が持たれました。
　NPO法人サービスグラントに
よるパンフレット作製の為のヒ
アリングも同時進行で行い、貴
重なご意見をいただきました。

盛りだくさん　親の会

　夏期講習（少人数の集団授業）
　　　　　　　　　　　・・・８月５～８日、１７日～２１日
�延べ５５人の生徒が受講しました。全講座５教科
計３０時間出席した生徒もいました。３～６人の集団
授業では、いつもと違った収穫もあったようです。     
「終わったら淋しかった」と感じ、「規則正しい生活を
して、勉強もできてよかった」という声も。「覚えるこ
とがたくさんあって結構大変だった」けれど、 「社会
の人名あてができた」 「国語の文章題は難しかった
」と各教科とも成果が上がっています。「数学のノー
トを書くのは大変だった」でもそれは、必ず役に立ち
ます。達成感を明日への活力にしてください。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔池田･沢木〕

�高卒認定試験・・・　８月１１日・１２日
�今回、ネクストの生徒は６名受験しました。８日　
（土）午後（自由参加で）は、直前対策としては過　
去問に取り組み本番に備えました。認定試験直　　
後早速、自己採点や講師による採点をした生徒　　
もいて期待できそうですが・・・結果は９月上旬ま　
でお預けです。
�

�英検合格者　　4級2名、準2級2名
   漢検合格者　　5級、準2級各1名　です。　
　　　　　　　　おめでとう！！
�
�学習成果・結果も勿論大切ですが、その　　　　　
学習過程こそが学ぶ力であり、生きる力に　　　　　
なっていきます。日常とは違う「緊張感」に　　　　　　
は、集中・真剣・必死があり、そこから得る　　　　　　
感動や喜び大きいでしょう。　　〔山川〕

＊＊夏休みの真最中の
　　　　　　ネクストは＊＊



今月は山形に農業体験に行きました。参加者１０名と、少数ですが“山形を食べちゃうぞ”ぐ

らいのテンションの高いメンバーでした。

まず集合時間が７時３０と、いつも宵っ張りが多いいメンバーには、きつい時間にもかかわら

ず、みんな遅れることなく到着！　みんな気合いが入ってました。バスに乗り込むと、長い約７

時間の長旅です。しかし次々移り変わる街の景色や、たちとのおしゃべり、SAでは一緒にお昼

を摂ったりしました。

５日は田中俊昭さんのビニルハウスでシバザクラの挿し芽をやりました。ポッドに入った苗の

枝を切り取り方形のケースに一本一本植えていきました。枝を挿すときに上下を間違えると、芽

が育たないので責任重大です。しかも、ケースには一人一人の名前が付けられるんですよ。で

も「花が咲くのが楽しみ」とKairi君が感想をくれたように、みんなわくわくしながら作業をしていま

した。Ryo君とRenaちゃんがとても作業が早くて僕の３分の一の速さ（いやもっとか）で終えてい

ていました。

宿泊は、飯豊青少年の家に泊まりました。当日が暑かったので夕飯は正直、みんな味噌汁と

お茶が熱くってつらかったようです。でもご飯はおいしかったです。

その夜は子どもたちは肝試しに３キロ先にあるコンビニに、懐中電灯をもって出かけました。大

人たちも買い出しにコンビニへ。途中には墓地が２か所、牛が一頭いたそうな。怖がっている子

もいたけれど、Saraちゃんは、「夜の道路は車もあまり通らず、自然の音を聞くことができて、と

ても面白かったです」と感想をくれました。その後は子どもパーティと大人パーティに分かれて

楽しみました。その夜はKumagaiカメラマンが活躍したり、Kairi君は「里見と大暴れした」そうで

す。ドタバタしてたけどまくら投げもやってたのかな。とにかくみんなが楽しんでくれたことは確

かです。

号外！山形キャンプ通信



６日は６時３０起床だったので前夜の夜更かしもあってか、きつかったようです。農業体験は

米沢で、田んぼの雑草取り。長靴を履いての作業には、みんな足を取られて悪戦苦闘、中には

素足で作業するつわものも、一時間ほどの作業でしたが晴天の中での作業はじっとり、じっとり

と体の水分を奪っていきます。抜いた雑草もあぜ道に投げて置くのですが、田んぼの深くに入

るとあぜ道まで届かないこともあったり、思いっきり投げるとあぜ道を超えて隣の田んぼに入っ

てしまったりで大変でした。みんな泥だらけになっていました。Murata君は、別格でその働きぶ

りから米俵１０俵でスカウトされていました。

　

お昼は鈴木果樹園で大自然の中バーベキューをしました。たくさん食べて飲みましたが、お肉

ばかり食べていた気がします。Kairi君暑さに曰く「あまりの暑さでこっちがBBQにされました」確

かに自分が焼ける前に肉を食べようという感じでしたね。

　その夜はみんなで、花笠まつりに行きました。色々な仕事の人たちが思い思いの服装で踊っ

ていたのが面白かったです。それぞれ班に分かれて祭りを見て回り、テツ＆トモを見た人やほ

うじ茶ソフトクリームをお茶屋さんで食べた人、金魚すくいで活躍した人みんなそれぞれ楽しん

だようです。

　７日は、雨のため紅花資料館で、郷土の歴史を観察した後、牧野さんの家にお邪魔してそう

めんと牧野さんのお母さんお手製のおかずをごちそうになりました。Saraちゃんも「めちゃめち

ゃご飯がおいしくて、マジで最高でした」といってました。「帰りのバスは遊んだり寝たりと自由に

過ごしました。とても楽しい山形のツアーでした２月も絶対行きます」僕もおんなじ気持ちです。

山形の皆さんありがとうございました。保護者の皆さん帰りは遅くなってすみませんでした。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔あばうと　助川英一〕
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