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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

2010年　2月のアンガージュマンの予定 y
ngagement
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書籍・雑誌のご注文は

　　　　　　　はるかぜ書店　まで。

各種専門書の取り寄せもいたします。
講演会等での出張販売も承ります。
　　　　　　スタッフにご相談くださいませ。

TEL　046-804-7883
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山形物産市inドブ板バザール

梅まつり(上町商盛会）

カレンダーの見方

湘南信用金庫の振込先店舗名が変更になりました。

湘南信用金庫　本店営業部　店舗番号００１
普通口座　４０５０６９０

湘南信用金庫上町支店の閉店に伴い、振込先店舗名が
本店営業部となります。会費・授業料・講座使用料等の
振込は下記へお願いいたします。

　アンガージュマンが上町商盛
会という商店街の中に居を構え
て６年になります。不登校やひ
きこもりは対人関係が困難、と
いう従来の価値観に挑戦し、あ
えて町の中で居場所を作り上げ、
人と関わることを活動の中心に
置いています。はるかぜ書店を
はじめたこともそこに大きな理
由があります。世の中には多く
の働き方があります。その中で
もアンガージュマンは「物を売
る」という働き方にこだわって
取り組んでいます。接客するこ
とを取り上げてみましょう。接
客は対人関係の苦手な人にとっ
ては最難関の行為、と思われる
かもしれません。それは最初の
うちだけです。ある程度慣れて
くると、きちんと接客するよう
になってきます。これは実は研
修や、指導、教育などアンガー
ジュマンが優れたノウハウや技
術を持つからではありません。
お客様から接客のノウハウを自
然に教わっているのです。上

町のお客様はとても心が広く、
懐が深い。現代の忙しく慌しい
スタイルとは一線を画します。
ゆっくりと心と心を通わせ合う
ような関わり合いを体験する…
それが接客になる、ということ
のようです。

　はるかぜ書店は２００６年５
月にかながわボランタリー活動
推進基金２１より協働事業負担
金を得て開店しました。開店時
から書店スタッフはアンガージ
ュマンの就労支援講座修了者の
のみ。また、新たな研修生を受
け入れることで、研修プログラ
ムが充実しています。書店の経
営は誰が行なっても厳しい現在、
研修生が日々研修に取り組む環

境があることが最も重要であり、
単なる本屋とは異なる意義があ
ります。私たちのようなＮＰＯ
法人が自前で研修場所を運営す
ることは極めて困難であるから
こそ注目されるわけです。しか
し何よりもそこにいる若者たち
とこれから来るであろう若者た
ちのために継続することが重要
ではないでしょうか。

　さて、市民公益活動を担うう
えで、ＮＰＯである私たちが肝
に銘じていることは「アンガー
ジュマンが開かれた存在であり
続けること」です。そこで今年
は「はるかぜ書店の運営をみん
なで考える」ことでＮＰＯの運
営に参画する機会を作ります。
　３月２７日(土)に第８回就労
支援ネットワークフォーラムを
開きます。皆さんではるかぜ書
店の意義について意見交換を出
来る場を継続的に設けます。今
年１年間、じっくりと濃厚にア
ンガージュマンに関わっていた
だきましょう。　（島田徳隆）

　今月の予定を見ていただくと…新企画がありますね！　どんな感じになるかは、
参加者しだい。とりあえず、来てみてくださいね。
　ＮＰＯ映像祭に向けて、専門家の指導の下、アンガージュマン紹介ビデオも作
製しますよ!　これには、あばうとＯＢの学生さんもボランティアで参加してくれます。
アンガージュマンのまったり・のんびり・何でもアリ！　な感じが伝わるものになると
いいですね。
　さて、今月号の誌面は、「スッキリ」というイメージで構成してみました。読みやす
いけれど、アンガージュマンらしさは薄めになってしまったかしら・・・？　毎回試行
錯誤の連続です・・・。　　　　　　　　　　　　　　　　　(石井利衣子）

はるかぜ書店をみんなで考える一年はるかぜ書店をみんなで考える一年
～～～ＮＰＯの運営に参画してみませんか～～～ＮＰＯの運営に参画してみませんか

接客する

はるかぜ書店の意義

みんなで考える

　正月といえば凧あげに決まっています。小生のようなシティボーイは都会のビルの谷間で広場もなく、
凧を上げれば電線にひっかかる環境で育ちました。そこで当時のシティボーイ仲間と三人、今年とうとう
念願の凧あげを行ったのです。これが面白いの何の。最近見かけない光景に注目度も抜群。さすがに洗練
された我々の上げっぷりに見とれていたに違いありません。来年も上げることを誓い合い解散しました。
　さて、ここまで冗談半分以上のお話に付き合っていただきありがとうございます。凧あげを三人でやっ
て面白かった、ということだけは事実です。ご存知の方は言うまでもないのですが、実際に現在も凧あげ
をしている大人はいるでしょうか？絶対やったほうがいいです！子どもに伝承していかねば廃れてしまう
…そんなことより、自分が楽しまないと損ですよ！！凧あげだけではなく伝統的な遊びをちょっと秘かな
楽しみにしてみたい、という気になった年の初め。凧も気分もアゲアゲでいきますよ。
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山形物産市
　(はるかぜ書店前)

am クイズ

am 農業体験(長井)

pm 動画作製pm 節分！豆まき!!

am 農業体験(長井)

am DVDを見る!!

am DVDを見る!!

pm お菓子作り

pm 15:30
　girl's　talk　room
　　　　　　（仮称)

am DVDを見る!!

am DVDを見る!!

pm ラッピング講座

pm カラオケ(約300円)

pm カラオケ(約300円)

pm　スカリンピック

pm ヨガ(予定)

pm ヨガ(予定)

pm ラッピング講座

pm GO！GO！囲碁

pm GO！GO！囲碁

pm GO！GO！囲碁

pm 乗馬講座

pm GO！GO！囲碁

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)

pm 2:00 キックオフ
　　　　ミーティング

会議のため
　　pm 16:00閉室

会議のため
　　pm 17:00閉室

am 英会話

am アクセサリ

pm 乗馬講座

2:30 自助グループ
　　ウィル･未来
　　･ＤＡＤ 

1:00 親の会

pm ワークtoday
　（笠井さんの
　　　話を聞こう）

pm 映画に
行こう(実費）

am 英会話
pm ヨガ(予定)

2010年  2月のアンガージュマンの予定

ヨコスカ濃いめdeリエゾン団
ミーティングは毎週月・水曜日　pm３：００～
興味のある方はぜひご参加下さい。

また、随時ポスティングなどの作業もしています。
お手伝いいただける方は、お声掛け下さい。

１１日　　　　山形物産市　(はるかぜ書店前)
１３～１４日　山形物産市　(ドブ板バザール)
１４日　　　　親の会＆自助グループ
１５～１７日　梅まつり　(上町商盛会)

girl's　talk　room　はじまります。
２月１２日(金)から始まる女性限定の新企画
『ガールズトークルーム(仮称)』場所は、はるかぜ書店の２階。
みんなでお茶を飲んだり、おしゃべりしたり。
途中で来るのも帰るのもOK！
自分のペースでのんびり過ごせる場所にしたいと考えています。
気軽にいらしてくださいね！

謎のお試し企画、その名も･･･

　「アンガージュ杯争奪！
　　　　　　　　　　スカリンピック」

腕に･･･いえいえ、筋肉に覚えのあるキミ!!

肉体の限界に挑戦だ～(!?)

筋トレ好きの方、鍛錬の成果をご披露あれ!!!!



　今月の15日～17日に、上町商盛会イベント梅まつりがあるのでお手伝いしてくれる方を募
集しています。興味のある方は、アンガージュマンまで連絡してください。　　(伊藤一機)
�

　はるかぜ書店に編み物ブーム!?　が到来中。商店街の福引の景品となるアクリルエコタワ
シをみんなで編んでいるのです。はるかぜ書店もエコライフを推進する上町商盛会の一員で
すからね。協力しないわけには行きません！　しかし、「え゛…編み物なんてやったことな
いんですけど…」と、戸惑い気味の男子店員たち。そこは、はるかぜの手芸隊長ミウラさん
の熱血指導の下、悪戦苦闘。かぎ針の持ち方から始めて、何とかカタチになった…かな…？
　やってみると、意外にはまってしまったり。逆に「もうやりたくないです!｣とはっきり自
分の意思を表すのも大切なこと。ともあれ、未経験のことや苦手なことにチャレンジできる
のも、この場所ならでは。店員の血と汗と涙の結晶(一部誇張あり）すてきなエコタワシは
ブログ｢カレイドスコープ｣でご覧下さい。欲しい！と思った方は、15日からの梅まつりでゲ
ットしてくださいね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(石井利衣子)

　年が明け、４日より注文期間が開始したのですが、なかなかポスティングへ行けずにいま
した。フリースペースの正月休み明けくらいから、リエゾン団もポツポツ人が集まり始めた
ので、２０１０年始動し富士見町や安針台等にポスティングに行きましたよ。この辺りなら
ニーズがあるのでは?と思う地区を、二人一組で住宅地や集合住宅のポストにチラシを入れて
回りました。リエゾン団会議で内容を話し合い、Ｓクンが作製したチラシの反響は…？　ご
注文を期待するところです!　また、｢おまかせパック」の内容を選べるシステムになる？　
かどうかは、決まり次第お知らせ致しますので、宜しくお願いしますね。　　　　(石川藍)
�

�１月の保護者会は心温まる、つながる確かさを感じる会となりました。親の一言一言は子
どもには辛い言葉なのですが、ここ保護者会は親という「辛さ」も同時に存在することを共
感できる場です。守秘義務がありますので伝えにくいのですが、担当者の責任でお伝えする
ことをお許し下さい。その点でも、ぜひ皆さんに参加をいただきたいのです。
�通室が途絶えている子どもを思いやりながら「皆さんにご迷惑をおかけします」と涙する
母親。子どもの不登校を前にして辛さを口にしながら「少し理解でき始めました」と顔をゆ
がめながら語る父親。集まりに参加したいが「来ないでくれと母親を介して言われました」
と目線を落とす父親。ひきこもる息子に家族関係の亀裂の不安を語る母親。
�

　「家族に大きな事故が起こったとき、ひきこもっている息子が私をしっかり抱きしめてく
れました」と悲しみと喜びを語る母親。持病を抱える母親が「一度死んだも同じ命、ひきこ
もりの子どもたちと楽しく優しく暮らしていきたい」と気持ちの切り替えを提案してくれま
した。「長いこと会話もなかった息子と父親が、暮れのある日お酒を飲みに行き、笑顔で帰
ってきたのはうれしかったです」とほほ笑む母親。長いことひきこもる息子の行く末を悩み
ながら「喜んだり悲しんだり淡々と生きていくことでしょうか」とつぶやく母親。保護者会
は自助グループ活動の一環です。法人のミッションをお互い理解し深め合いながら、子ども
と親の辛さを、せめぎあう関係から支えあう関係に変化する自助活動です。お互い様、許し
合い寄り添い合う関係がここにあります。何よりも子どもの生き辛さに寄り添いながら。
�

�１月２０日、島田（事務局長）と大学２年生の授業の講師に招かれました。横浜市立大学
医学部看護学科、地域看護学領域「家族看護学」の授業でした。１００名の若者を前に私は
早口に、島田はゆったりと語りましたが、若者の表情を読み取ることはなかなか難しい。担
当の田口理恵准教授との会話で、患者の看護に目を奪われて家族や地域の関係に目がいかず
看護が難しいケースが多いとの視点で、不登校・ひきこもりを家族や地域の視点で取り組む
本法人を高く評価してくれました。家族や地域の孤立が子どもたちの不登校やひきこもりを
生み出している社会現象を痛感した次第です。改めて保護者会、未来・ウィル・Dadの自助
活動へご参加ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(滝田衛)
�

　あばうとでは、今月から毎週金曜日に「ＤＶＤを観よ
う」があります。フリースペースで、みんなでまったり
と映画でもお笑いでも…観たい方がＤＶＤを持ち込みで
やろうと思っています。これが見たいというものがあれ
ばお持ち下さい。参加をお待ちしています。(伊藤一機)
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　２０１０年の初昼食会はネパールカレー。数種類のス
パイスとトマト(水煮缶詰で可）、トリ肉、玉ねぎソテー
を煮込んで作ります。カンタンです☆　スパイスを計量
し始めると部屋中に香りが広がり、もうそれだけで、食
欲指数全開です。レシピ、いつでもお教えしますよー。
アンガージュマンに寄って下さいねー。　　(三浦恵子)

アンガージュマン
　　　　　　　写眞館
　　　　　　　

１月保護者会のつながりから・・・
　　　　　　　　・・・子どもの辛さ、親の辛さ

息子が抱きしめてくれました

家族や地域の視点で子どもたちの育ちを願う

 年の始めの一月、会員の皆様はどのように過ごされま
したか。
�ネクストでは三が日が終わるとすぐ、４日から冬期講
習も通常授業も始まりました。大学センター試験、私学
入試、公立高校前期試験、そして２月にはいれば～～～
慌しく日が過ぎて行きます。
�そんな中、ちょっと立ち止まると、ネクストを卒業し
<次へ>と進んで行った生徒たちのことを思い出したりし
ます。例えばNさん、定時制高校に通いながら大学受験
を目指しました。週２回ネクストで勉強、その後高校に
行きます。基礎を固め受験への勉強へ進んでいき、職業
制高校のため色々な資格試験にも挑み、獲得していきま
した。迷いや不安を持ちながらも少しずつ<次へnext>行
くことで、一番近い望みを叶えました。
�そしてOさん、中学にあまり通わないまま卒業、家で
過ごしていましたが、自分でネクストを探し出し、通い
始めました。明るい雰囲気のアバウトの中では待てない
と授業の時間まで外で待つ、そんなOさんでした。ゆっ
くりと勉強を進めながら自信も付けつつ、公立高校に進
学しました。
�できるだろうか、不安の中で悩みながら、自分の力で、
そして自分に合った目標を講師達と模索しながら<次へ
next>進んで、そして得た学力、学歴を私たちは大事に
したいと思います。高校、大学を目指すばかりでなく、
<次へnext>歩もうとネクストに通ってくる生徒たちに敬
意を持ちつつ、私たち講師はともに学んでいます。そん
なネクストを暖かく見守っていただけたら、と願う２月
です。                        (英語講師　池田宏子)
�

　１月３０日(土)に御茶ノ水にて、東京YWCA主催「佐藤
初女さん講演会」での、書籍の出張販売を行ないます。書
籍の選定及び販売をはるかぜ書店が担当いたします。こう
いった会場での販売ではスピーディな対応が求められます。
当日は、スタッフのほか、研修生も参加する予定。普段の
店舗とは違う雰囲気の中で、絶好の実習の機会となるので
はないでしょうか?
　皆さんの周りで、書籍の販売をできる集まりなどがあり
ましたら、ぜひ、はるかぜ書店にご用命ください。
　

……はるかぜ書店より……




