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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12月のアンガージュマンの予定2009年12月のアンガージュマンの予定
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ネクスト　冬期講習

ネクスト　
　冬期講習

　あばうと　　　１２月２５日～１月７日
　ネクスト　　　１２月３０日～１月３日
　はるかぜ書店　１２月３０日～１月４日

発達障害を
理解し
支援を考える
フォーラム
於:まなびかん

１２月のオススメ講座

　今月はクリスマスに向けて・・・ラッピング講座に参加
してみませんか？　
　講師の《ラッピングマスター》高橋さんが、基本の包み
方から丁寧に教えてくれますよ。
　一言でラッピングと言っても、使う紙やリボンで、さま
　　　　　　　　　ざまな雰囲気になります。
　　　　　　　　　　四角いもの、丸いもの、大きいもの、
　　　　　　　　　長いもの、その物の形によって、包み
　　　　　　　　　方も変わります！
　　　　　　　　　　ギフト用の華やかな包み方も伝授し
　　　　　　　　　ていただけますよ。
　　　　　　　　　　練習してみたい方、クリスマスプレ
　　　　　　　　　ゼントを包んでみたい方、ぜひ、ご参
　　　　　　　　　加くださいね！

冬季休業

11日　山形物産市　はるかぜ書店前
12日　フォーラム　詳細は別紙ご参照下さい　
13日　親の会＆未来・ウィル・Dad
　　　＆親の会忘年会＠大黒堂

今
月
の
予
定

ジングルベ～ルジングルベ～ル♪
街の風景はすっかり冬らしくなりました。
あっというまに、もう年末ですね。
寒くなってきましたが、体調に気をつけて
残り少ない今年をエンジョイしましょうね。
今年の風邪はかなり手ごわいですよ！
（実体験済みなのです・・・）編集：イシイ

　読書家の弟と話して、どうもフィクションには興味が湧かない---ので小説は最近読まない、とい
うことで一致した。本屋やってるのに何だ！！というお叱りは甘受しよう。彼はノンフィクションを
読み、私は実用書を読む。今まで読んだことのないジャンルが新鮮ということも理由の一つかもしれ
ないが、自分の人生が毎日奇想天外で刺激的であること、が一番の理由だと思う。
　子どもの頃よりテレビのない生活をした反動で学生時代にはテレビ鑑賞にハマったが、最近は全く
見ていない。それもまた読書同様の理由に拠るものと思っている。・・・働き過ぎで見る暇もないの
ではないか、というツッコミも暖かく受け止めておこう。
　某氏(編集後記参照)同様風邪を引き、楽しみにしていた朗読劇をお休みした。連休中にそのドラマ
がテレビ放映され、居ても立ってもいられず久しぶりにテレビを見た。ちょっぴり感動した。フィク
ションも悪くないかも♪原作｢ハッピーバースデー｣オススメ！私が言うのだから間違いないって！！
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山形物産市
　(はるかぜ書店前)

　　　1:00
アンガージュマン
　親の会

2:30 ウィル･未来
　　･ＤＡＤ 

4:30 忘年会
　　於：大黒堂 
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アンガージュマン
　親の会

2:30 ウィル･未来
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4:30 忘年会
　　於：大黒堂 

am 英会話

am 英会話

am 英会話

am 農業体験(長井)

am 農業体験(長井)

pm 映画に行こう
　　　　　（実費）

pm コラージュ

pm あばうと語り場!
　 ＆上町を掃く!!

pm サッカー

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)

am クイズ

am クイズ

pm 乗馬講座

pm カラオケ
　　　　(約300円)

pm バドミントン

pm 上町を掃く!!

pm ラッピング講座

pm バスケpm ワークtoday
　（笠井さんの
　　　話を聞こう）

　

　１１月３日から７日にかけて、
第一回目の山形物産配達事業が
行われました。
�１１月３日の様子はと言いま
すと、朝からダンボールを届く
のをひたすら待つという状況で
した。それが昼前に届き、午後
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
からは本格的に梱包しつつ、上
町周辺のお客様に配達を行いま
した。大豆の在庫数が足りずに
「後日お届けいたします。｣と
お伝えする場面も。お客様の中
には、「一回目だから上手くい
かない事は多いと思いますが、
それから学ぶ物も多いはずなの

で、めげずに頑張って下さ
い。」と温かい声を掛けて下さ
る方もいらっしゃいました。
�１１月４日は、Ｓクンを中心
に配達をし、Ｍクンを中心に梱
包を行いました。
�１１月５日の配達風景は、Ｓ
クンを車に乗せて追浜・衣笠・
久里浜等を回りました。Ｓクン
は日々、体を鍛えているだけあ
りパワフルに荷物を持ち、元気
良く階段や坂を上り下り、お客
様に爽やかにに挨拶をしていま
した。最後のお届け先はＳクン
の自宅だったので、そのまま直
帰してもらいました。
�

　１１月６日は、午前中は単独
で３件程度配達し、午後からは
Ｓクンが来たので横須賀西部を
中心に配達を行いました。その
日に配達を予定したお客様がお
宅にいらっしゃらずに、７日午
後７時以降という事になったの
で、日を改めて伺い、無事に配
達が終了しました。
�
　
　今回出てきた課題としては、
どうやったら参加者が来やすい
のか？　発注精度の向上、ポス
ティング用チラシは業者に発注
するのか？　リピーターには通
い箱(繰り返し使えるコンテナ)
を適用するのか？　という点で
した。これからも色々と問題点
が出てくるとは思います。しか
し、ヨコスカ濃いめｄｅリエゾ
ン団は、ゆっくりとした速度で
はありますが、皆で一つひとつ
こなして頑張っていきますので、
どうぞ温かく見守ってください。                

<いしかわ>

まごころ込めてお届けします！！まごころ込めてお届けします！！
宅配スタート!！

課題も色々･･･

ヨコスカ濃いめdeリエゾン団



　今年も昨年同様、上町銀座商店街イ
ベントのお手伝いを10月29日～31日の
3日間、交番隣の抽選所で行いました。
�景品は緑の玉が花の鉢植え･黄色の
玉がお米券･紫の玉が缶ビール四本･赤
の玉がポケットティッシュでした。　
　二日目にはお餅つきがあり、無料で
配られました。抽選をやっている途中
で、玉を入れる場所のネジがゆるんで
いるのに気付かずガラポンを回してし
まい、中の玉が飛び出すというハプニ
ングもあり、そのときお手伝いをして
くれた人は、大変だったと思います。
�色々ありましたが、3日間トータル4
人の人がお手伝いをしてくれました。

授業報告書～ご家庭より～
�毎月、担当講師より生徒さんの学習状況をお知らせしております。
�こちらからのお伝えに対し、保護者の方からもお返事を頂くと嬉しくまた学習を進める上で参考
になります。ありがとうございます。
�
小・中・高・高卒の方の ～ご家庭より～ 一部を抜粋させて頂きました。
�・毎日の宿題に対し抵抗なく取り組むようになっています。
�・漢字の練習は家でやります。
�・楽しい様子で通っています。頂いてくるお手紙渡してくれないので困りますが・・
�・見守ってくださる先生方の存在が本人の力になるのだと思います。
�・数学はかなり苦戦しています。テストに向けあおってやってください。
�・英検～級にチャレンジよろしくお願いします。
�・基礎から丁寧にご指導下さっているのでありがたいです。
�・ブランクが長かったので基礎をしっかり積み重ねて欲しいと思います。
�

�常に生徒さんのより良い方向を目指し、保護者の方と共通理解の上で学習サポート
して行きたいと思っております。ご相談・ご要望等いつでもご連絡ください。
�
１１月１３・１４日　中学３年生のテスト対策講座
�自由参加でしたが両日とも参加した５名の生徒は、計４時間真剣に取り組みました。
�社会・英語は事前に大崎・池田・沢木先生がプリントを作成し準備、個別でしっかり講義も受け
られた様子。
�数学は、各自単元を選び問題演習。
�理科は酸化銅役立ったかな？　夏期講習のテキストを持ってきてくれた子、大いに役立ちました。
�
�
�・第一週・・中学３年生三者面談・・高校受験、進路相談
�・冬期講習・・１２月２５日～１月７日　３０時間（12/30～1/3冬休み）
�・模擬テスト・・１月９日
�　上記の詳細は、対象のご家庭に別途ご案内致します。

　毎週毎週考える。メニューは何に
しようかなー・・・？　３００円！　野
菜を色々いーぱいにすると結構まか
なえるものですね。旬のものはおいし
いだけじゃない！ 体にも良い！ 
　胃袋を大切に！ 野菜をたっぷり
食べて、冬もインフルエンザもメタ
ボも乗り切りましょう！

１１月の報告

１２月の予定

学習サポート　ネクストより
　　

ビタミンたっぷり昼食会

たくさんの人でにぎわう
　　　産業まつり→

↓福引所はこんな感じ

〈いとう〉 〈みうら〉

〈やまかわ〉

〈いしい〉

〈おおさき〉

１１月のあばうとは、まず、とても不思議なことがあ
りました。一緒に水槽に入れていた、カエルと金魚と
メダカがいたのですが、ある日突然、カエルがいなく
なってしまいました。いまだに謎は解明されていませ
ん。一方、新しい仲間として、先月からＨ君が加わり
ました。少しずつ、皆と慣れていっているようです。
心配されている新型インフルエンザにも、今のところ
かからず、ときには半そでで元気にやっています。

あ
ば
う
と

　１０月末のハロウィンには、
あばうとの皆が仮装して、手作
りのお菓子を上町商盛会の各店
に配りました。本来のハロウィ
ンとはちょっと違った、アンガ
ージュマンスタイルですが、日
頃お世話になっている上町の皆
さんに感謝の気持ちをこめて･･･
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　最近のはるかぜ書店は、研修生も増え、日々賑やかに営業しており
ます。
�１１月は、１４日に関内ホールで行われた、神奈川子ども未来ファ
ンドの朗読劇｢ハッピーバースデー｣に書籍販売のお手伝いに行ってき
ました。スタッフ・研修生・元スタッフにもお手伝いいただき、200冊
以上を販売しました。人数の少ない中、運営にかかわる他団体のスタ
ッフの方やボランティアの方にも助けていただきました。
�１９日は、初めて、はるかぜ書店以外で「絵本のよみきかせ｣を行い
ました。コラボレーションしたのは、近所のカフェ「ＲＲＲＯＯＭ」。
あいにくの雨模様で、とても寒い日でしたが、幼稚園のお子さんや赤
ちゃん連れのお母さんにもお越しいただきました。当日はＲＲＲＯＯ
Ｍによるクッキー作り体験もあり、子どもたちは大はしゃぎ。よみき
かせでは、動物の絵本や言葉遊びの本が人気でした。「これ読んで
～」とリクエストする子も・・・。手遊びも交えて約２時間。いつも
とはまた違ったオシャレな空間で、楽しく絵本にふれる機会となった
のではないでしょうか？
�年末も近づき、クリスマスのデコレーションにも取りかかっていま
す。日常の業務やお店の様子は、ブログにつづっています。アンガー
ジュマンのＨＰからリンクしていますので、どうぞご覧下さい。

FROM　HARUKAZE　BOOKSTORE

↑よみきかせは
　　お母さん方も楽しそうに♪　　
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〈いしい〉

今日は楽しいクリスマス
そろそろみんなも集まってくる頃
みんながソワソワしてる
みんながザワザワしてる
好きな言葉は「こんにちは」
坂を登っていくと
上町商店街が迎えてくれる
僕たちの大切な場所
Ohアンガージュマン

その中にそこはある
Ohアンガージュマン
夢に向かって歩こう

今年はいいクリスマスになりそう
だってみんなと過ごせるから
日本の楽しいクリスマス
キリストの三女も日本じゃお祭り
みんなでワイワイ騒ぐ
みんなでサンタにからむ
好きなケーキは「チョコレート」
坂を登っていくと

クリスマスソングが迎えてくれる
僕たちもノリノリの音楽
Ohアンガージュマン
その中にケーキはある
Ohアンガージュマン
うまいケーキ食べよう
今年はいいクリスマスになりそう
だってみんなと過ごせるから
Ohアンガージュマン
その中にみんながいる
Ohアンガージュマン
夢をこの手で掴もう

　　　　　♪Ohアンガージュマン♪
作詞総編集　石井雄介　作曲　Takky
（原作詩　岸川　神永　石渡　熊谷）

上町銀座もお手伝い！！上町銀座もお手伝い！！




